
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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2 3

消費税軽減税率制度説明会消費税軽減税率制度説明会
とき・ところ

① 3月 25日（月）13:30 ～ 14:30
　豊岡市民会館（豊岡市立野町 20-34）
② 3月 26日（火）13:30 ～ 14:30
　浜坂多目的集会施設（新温泉町浜坂 2673-1）
③ 3月 27日（水）13:30 ～ 14:30
　香住文化会館（香住区香住 100-2）
問い合わせ先

豊岡税務署法人課税第 1部門　℡ 0796・22・2159

　神戸運輸監理部からのお願い

自動車の検査・登録申請はお早めに！自動車の検査・登録申請はお早めに！
　年度末は自動車の検査・登録申請窓口が非常に混雑し
ます。自動車の検査・登録手続きは比較的混雑していな
い 3月中旬までに、済ませてください。
　なお、継続検査は、自動車検査証の有効期限の満了す
る日の 1カ月前から受けることができます。
問い合わせ先

姫路自動車検査登録事務所
℡ 050・5540・2067

自衛官を募集しています自衛官を募集しています
　現在、自衛官を募集しています。

　お気軽にお問い合わせください。

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

募集コールセンター

℡ 0120・063792（12:00 ～ 20:00）



けいじばんけいじばん
募　　集募　　集

職種、採用予定人数など

①看護師…若干人

②自動車運転員…若干人

賃金など

日額 7,500 円から

※ 免許、資格保持者や特定業務は加算がありま

す。1日勤務未満の人は、勤務時間に応じて

支給します。

・ 通勤手当支給、期末一時金あり（1日 6時間

勤務以上の職のみ）

・ 社会保険および雇用保険に加入（1日 6時間

勤務以上の職のみ）

応募資格

　昭和 29年 4月 2日以降に生まれ、町内に住

所のある健康な人（①は看護師免許、②は普通

自動車運転免許が必要）

採用予定日

4 月 1日

勤務時間など

① 1日（週 5日）

②約 6時間（週 3～ 5日）

応募方法

　市販の履歴書（写真貼付）に必要事項を記入

し、資格を証明する書類の写しを添付し同病院

事務局に提出してください（郵送可）。

　3月上旬に公立香住病院で面接を行います。

詳しい時間などについては個別に郵送で通知し

ます。

応募期限

　2月 28 日（木）までの平日午前 8時 30 分

「2030 年わたしの描く“幸せ”」をテーマに、

但馬地域の将来を考えます（要申し込み）。

とき

3 月 17 日（日）14:00 ～ 16:30

ところ

コウノトリ但馬空港（豊岡市岩井字河谷 1598-34）

定員

150 人

申し込み方法

　QR コードまたは電話、メール

などで氏名および居住する市町名

をお知らせください。

申込期限

3 月 8日（金）

問い合わせ（申し込み）先

但馬県民局地域政策室協働推進課夢但馬・ビジョン担当

℡ 0796・26・3647

Ｆ 0796・23・1476

Ｅ tajimachiiki@pref.hyogo.lg.jp

　2021 年 4月、豊岡市に開学を予定している

県立専門職大学の模擬講義を行います（入場無

料、要申し込み）。

とき

3 月 2日（土）13:30 開講

ところ

但馬長寿の郷（養父市八鹿町国木 594-10）

講師

宮台真司氏（首都大学東京人文社会学部教授）

内容

21 世紀の新しい大学像～ 1991 年以降の大学

制度改革はなぜ失敗したのか～

定員（先着順）

100 人

申し込み方法

　電話、メール、FAX で氏名、電話番号をお

知らせください。

問い合わせ（申し込み）先

NPO法人プラッツ

℡ 0796・34・6078

ｆ 0796・24・3004

ｅ info@platz-npo.com

　県政 150 周年を迎えた本年度、県の将来

像を描いた「兵庫 2030 年の展望」を踏まえ、

ン、歌謡カラオケ、押し花、仏像彫刻、水彩画

申し込み期限

2 月 28 日（木）

問い合わせ（申し込み）先

但馬長寿の郷づくり協議会（養父市八鹿町国木 594-10）

℡ 079・662・8456

から午後5時15分の間に提出してください（郵

送の場合は 2月 28日（木）必着）。

問い合わせ先

公立香住病院

　香美町の特産品をお届けする「香美町ふるさ

と便」の会員を募集します。

各コースの内容と会費

①香美コース

　 香住、村岡、小代の人気商品を年 1回（年

会費 12,000 円）

②プレミアムコース

　 但馬牛、村岡米、松葉

ガニをそれぞれ年 1回、

計 3回（年会費 30,000

円）

申込方法

　パンフレットに添付されている専用の振込用

紙に必要事項を記入し、3月 22 日（金）まで

にご入金ください。

※ 締切日以降も入会可能。詳しくはお問い合わ

せください。

問い合わせ（パンフレット請求）先

香美町ふるさと便事務局（役場観光商工課内）

℡ 0796・36・3355

　4月から 1年を通して開講する「但馬長寿の

郷 いきいき教室」の受講生を募集しています。

開講教室

陶芸、木工、絵てがみ、粘土工芸、手づくりパ

◇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 3 月 2日（土）和田山ジュピターホール

 ② 3月 9日（土）浜坂多目的集会施設

 ③ 3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

　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

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

3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）

　「宝くじ公式サイト

（https://www.takarakuji-

offi cial.jp/）」で宝くじの

インターネット販売を開

始しました。

ネット購入の5つのメリット

①いつでもどこでも買える

原則 1年中、24時間いつでもどこでも購入可能

②ネットですべて完結

購入から抽選結果の確認、当選金の受け取

りまでネットですべて完結

③ポイントがたまる

公式サイトで購入すると 100 円につき 1

ポイントの宝くじポイントが付与

④お支払いはクレジットカードで

宝くじの購入は登録したクレジットカードで決済

⑤自動購入で買い忘れなし

継続購入や予約購入で買い忘れなし

問い合わせ先

宝くじコールセンター（有料）

℡ 0570・01・1192

FAXFAX

FAXFAX

とき

2 月 16 日（土）、3月 16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

　家畜（愛玩）を 1頭（羽）でも飼養し

ている人は、毎年 2月 1 日時点の飼養状

況を家畜保健衛生所へ報告することが家畜

伝染病予防法で義務付けられています。

対象動物

牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、馬、豚、い

のしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょ

う、ほろほろ鳥、七面鳥

報告期限

3 月 31 日（日）

問い合わせ（提出）先

県朝来家畜保健衛生所（朝来市和田山町高田 666-1）

℡ 079・673・2331

　インターネット販売が開始しました！　インターネット販売が開始しました！

宝くじ公式サイトのご案内宝くじ公式サイトのご案内
　平成31年度採用予定　平成31年度採用予定

町嘱託・臨時職員を募集します町嘱託・臨時職員を募集します

　行政書士による無料相談会　行政書士による無料相談会

遺言・相続なんでも相談遺言・相続なんでも相談

　定期報告書を提出してください　定期報告書を提出してください

家畜を飼養している皆さんへ家畜を飼養している皆さんへ

▼公立香住病院臨時職員▼公立香住病院臨時職員

▼▼平成31年度ふるさと便（ふるさとの会）会員平成31年度ふるさと便（ふるさとの会）会員

▼但馬長寿の郷 いきいき教室受講生▼但馬長寿の郷 いきいき教室受講生
▼平成30年度但馬地域夢会議▼平成30年度但馬地域夢会議
　たじまユメトーーク　たじまユメトーーク

職種、採用予定人数など

下表のとおり。

応募資格

　下表に記載の資格などの他、昭和 29 年

4月 2日以降に生まれ、町内に住所のある

健康な人。

賃金など

下表のとおり。

・ 通勤手当支給、期末一時金あり（1日 6

時間勤務以上の職のみ）

・ 社会保険および雇用保険に加入（1日 6

時間勤務以上の職のみ）

採用予定日

4 月 1日

応募方法

　市販の履歴書（写真貼付、希望職種を本

人希望欄に明記）と希望職種の資格を持つ

人はそれを証明する書類の写しを提出して

ください。

　3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）。

応募期限

2 月 28 日（木）

問い合わせ（提出）先

役場総務課、各地域局

＜職種、採用予定人数、応募資格など＞

▼▼但馬地域専門職大学（構想中）開設プレ事業但馬地域専門職大学（構想中）開設プレ事業
　第3回プレカレッジ　第3回プレカレッジ

区分 区 職種 主な勤務地 勤務時間など 採用予定人数 賃金（円） 特に必要な資格など

嘱託 香住 香住地区公民館主事 香住地区公民館 週 5日 1人 月額 152,000

臨

時

香住

環境美化推進作業員 役場町民課 1日 1人 日額 7,500 普通自動車運転免許

保健師 役場健康課 1日 1人 日額 8,500 保健師資格

地域包括支援センター職員 役場福祉課 1日 2人 日額 7,800

普通自動車運転免許を持ち、次の①～③のい
ずれかに該当する人
①介護支援専門員②社会福祉士③看護師資格
を持ち地域ケアや地域保健経験のある人

介護保険認定調査員 役場福祉課 1日 1人 日額 7,200 普通自動車運転免許

給食調理員 香住学校給食センター 1日 2人 日額 6,900

病児保育看護師 香住病院内病児保育室 1日 １人 日額 8,200 看護師または准看護師資格

看護師 柴山保育所 1日 1人 日額 8,200 看護師または准看護師資格

栄養士または調理師 柴山保育所 1日 1人
栄養士 7,500
調理師 6,900

栄養士資格または調理師資格

夜間管理員 香住Ｂ＆Ｇ海洋センター 5時間 1人 5時間 4,500

村岡 歯科助手 兎塚・川会歯科診療所 1日 1人 日額 6,900

小代 日直代行員 小代地域局 1日 2人 日額 6,100

全域 保育士または幼稚園教諭
柴山保育所、小代認定こども園ま
たは町内の幼稚園

1日 2人 日額 7,800
保育士資格および幼稚園教諭免許
（どちらか一方の資格のみでも可）


