
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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おめでとう、ハタチ！

平成 31年 香美町成人式平成31年 香美町成人式
　成人となられた皆さんの前途を祝福して、香美町成人

式を次のとおり開催します。

とき、ところ

平成 31年 1月 13 日（日）13:30 ～

香住区中央公民館

問い合わせ先

町教育委員会生涯学習課、香住区中央公民館、小代区地域連携センター



けいじばんけいじばん

　精神疾患の正しい知識や対応方法について学

び、情報交換を行う「こころの病家族教室」を

開催します。家族も元気になり、障害者の入院

期間の長期化防止、安定した地域生活の継続の

ため、ぜひご参加ください（参加費無料）。

とき

9 月 4日（火）13:30 ～ 16:30

ところ

但馬長寿の郷（養父市八鹿町国木 594-10）

内容

・講演「こころの病の治療と家族の理解について」

　講師 但馬病院 加藤力敬院長

・グループワーク

対象者

障害者の家族、福祉関係者、ボランティアなど

申し込み期限　

8 月 21 日（火）

問い合わせ（申し込み）先

豊岡健康福祉事務所地域保健課

℡ 0796・26・3672

募　　集募　　集

▼こころの病家族教室▼こころの病家族教室

▼町嘱託職員▼町嘱託職員

8 月 20 日（月）～ 31日（金）

　申込用紙は、「兵庫県まちづくり技術セン

ター」のＨＰからダウンロード可。

問い合わせ（申し込み）先

役場上下水道課

職種、受験資格

試験案内で要確認

受付期限

・インターネット…8月 28日（火）17:00 まで

・郵送…8月 28日（火）（消印有効）

・持参…8月 30日（木）17:00 まで

筆記試験日

9 月 23 日（日）

試験案内申込書配布先

県庁受付、各県民局、県ＨＰ（http://web.pref.

hyogo.lg.jp/ji02/pc01_000000032.html）

問い合わせ先

県人事委員会事務局

℡ 078・362・9349

採用予定人数

一般区分（男性）…211 人

一般区分（女性）…25人

特別区分（男女不問）…6人

受付期限

8 月 20 日（月）まで

（郵送・持参・インターネット申し込み可）

試験日

9 月 16 日（日）

採用時期

平成 31年 4月 1日または同年 10月 1日

問い合わせ先

兵庫県美方警察署

℡ 0796・82・0110

募集職種と採用予定人数

給食センター調理員…1人

勤務場所

香住学校給食センター（香住区香住 864-1）

勤務時間（勤務日）

7:45 ～ 16:30（週 5日勤務）

応募資格

　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

9 月 1日付

賃金など

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。

応募締切

8 月 23 日（木）

面接試験

　8月下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

試験日時

11 月 11 日（日）13:30 ～ 15:30

試験会場

流通科学大学（神戸市西区学園西町 3-1）

申し込み期間

試験日

10 月 20 日（土）

募集学科

2 年制…建築工学科、自動車工学科、機械工学科

1年制…総合ビジネス学科

募集期間

10 月 1日（月）～ 12日（金）※期間末日必着

問い合わせ先

県立但馬技術大学校

℡ 0796・24・2233

募集職種と採用予定人数

道路維持作業員（冬季除雪業務あり）…1人

勤務場所

村岡地域局（村岡区村岡 390-1）

勤務時間（勤務日）

8:30 ～ 17:15（週 4.5 日勤務。週 1 日半日勤

務あり。冬期除雪時は早朝勤務あり。）

応募資格

　大型自動車および大型特殊運転免許を持ち、

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

9 月 1日付

賃金など

月額 175,000 円

　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）と資格を証明する

書類の写しを提出してください。

応募締切

8 月 23 日（木）

面接試験

　8月下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

◇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 9 月 1日（土）和田山ジュピターホール

 ② 9月 8日（土）浜坂多目的集会施設

 ③ 9月 15 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

8 月 18 日（土）13:30 ～ 16:00、豊岡市民プラザ（アイティ 7階）

9月 15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）

　町では、平成 30 年大阪府北部地震およ

び平成 30年 7月豪雨災害で被災された人

を支援するため、義援金を募集しています。

　平成 30年大阪府北部地震災害義援金は、

9月 28 日（金）まで、平成 30 年 7 月豪

雨災害義援金は、12 月 31 日（月）まで

募集しています。

　皆さんからのご厚意は、日本赤十字社兵

庫県支部を通じて全額を被災地へお届けし

ます。ご協力をお願いします。

募集方法

　役場本庁舎、各地域局の募金箱への募金、

または次の日本赤十字社の口座への振り込

みをお願いします。

振込先

▼平成30年大阪府北部地震義援金

　町と町教育委員会は、差別のない明るい

社会の実現を目指し、人権啓発活動を推進

しています。

　この一環として、現在、人権に関するポ

スター・標語・作文を募集していますので、

ぜひご応募ください。

対象者

・ 町内の小、中、高校、特別支援学校の児童、

生徒

・PTA会員

・町内在住者

　郵便振替口座：00120-5-587864

　名義： 日赤平成30年大阪府北部地震災

害義援金

▼平成30年 7月豪雨災害義援金

　郵便振替口座：00130-8-635289

　名義： 日赤平成 30 年 7 月豪雨災害義

援金

※ 受領証の発行を希望する場合は、通信欄

に「受領証希望」と記載してください。

※ ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取り扱い

の場合、振替手数料は免除されます。

　詳しくは、日本赤十字社のＨＰ（http://

www.jrc.or.jp）をご確認ください。

問い合わせ先

役場福祉課

作品テーマ

① 真に町民相互の人権が尊重される町のあ

り方や、まちづくりについて考える

② さまざまな差別（同和問題、女性、子ど

も、高齢者、障害のある人など）を正し

く認識し、その解消方法を考える

③ 身近な生活から人権尊重の生き方を考える

④ だれもが大切にされ、安心で安全に暮ら

すことができるように考える

応募方法

　9月 28 日（金）までに役場町民課人権

推進室または各地域局に提出してください。

　なお、各作品の規格や文字数、作品票は

町ＨＰをご覧ください。

問い合わせ先

役場町民課人権推進室

　建退共制度は、中小企業退

職金共済法に基づき建設現

場労働者の福祉の増進と建

設業を営む中小企業の振興

を目的として設立された退

職金制度です。

　この制度は、事業主の人が労働者の働い

た日数に応じて掛け金（日額 310 円）と

なる共済証紙を共済手帳に貼り、その労働

者が建設業界で働くことをやめたときに建

退共から退職金を支払うものです。

問い合わせ先

建退共兵庫県支部

℡ 078・997・2333

　山陰本線・播但線の利用促進を図るため、

沿線地域で実施されるイベントなどにかか

る、最寄り駅から会場までの送迎バスなど

の借り上げ費用の一部を補助します。

実施対象期限

平成 31年 3月 31 日（日）まで

申請受付期限

平成 31年 3月 1日（金）まで

（実施日の 30日前までに要申請）

補助金額

上限 25,000 円／日

問い合わせ先

但馬県民局地域政策室地域づくり課

℡ 0796・23・1475

　星のこと、宇宙のこ

と、スタッフがお手伝

いします。ぜひご来館

ください。

とき

8 月 26 日（土）、

9月 9日（土）

観望 19:30 ～

ところ

香住天文館（香住区一日市 47）

※ 雨・曇の場合は館内で映像鑑賞

問い合わせ先

町教育委員会香住区生涯学習センター

（香住区中央公民館）

　平成30年大阪府北部地震・平成30年７月豪雨災害　平成30年大阪府北部地震・平成30年７月豪雨災害

災害義援金にご協力をお願いします災害義援金にご協力をお願いします
　差別のない明るい社会の実現を目指し　差別のない明るい社会の実現を目指し

人権ポスター・標語・作文を募集します人権ポスター・標語・作文を募集します

　知っていますか？　知っていますか？

建退共制度建退共制度
　県政150周年記念事業　県政150周年記念事業

送迎バスなど借り上げ費用の一部を補助します送迎バスなど借り上げ費用の一部を補助します
　香住天文館　香住天文館

星を見る会星を見る会
とき

8 月 25 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・5666

ｅ regist@stork.u-hyogo.ac.jp

　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

▼町臨時職員▼町臨時職員

▼下水道排水設備工事責任技術者試験▼下水道排水設備工事責任技術者試験

▼平成30年度第2回兵庫県警察官採用試験▼平成30年度第2回兵庫県警察官採用試験

▼兵庫県職員 行政 B（高卒程度）▼兵庫県職員 行政 B（高卒程度）

▼▼平成31年度県立但馬技術大学校推薦入校試験平成31年度県立但馬技術大学校推薦入校試験


