
ページへ
　　　申し込みフォームか
ら県防災支援課へ
　078-362-4336
　078-362-4459

2023年4月1日採用の職員
の採用試験。
　6月19日㊐(筆記試験)
◆試験案内・申込書配布場
所＝4月下旬から県庁受付、
県民局・県民センター、ホー
ムページなど
◆募集職種・受験資格等＝
試験案内で要確認
　　4月25日㊊～5月27日
㊎17：00（受信有効）に　申
し込みフォームから県人事
委員会事務局へ
　078-362-9349
　078-362-3934

2023年4月1日採用の職員
の採用試験。
　6月12日㊐（筆記・口述試
験、適性検査）
◆試験案内・申込書配布場
所＝4月下旬から県庁受付、
県民局・県民センター、ホー
ムページなど
◆受験資格等＝試験案内で
要確認
　　4月25日㊊～5月27日
㊎17：00(受信有効)に　申
し込みフォームから県人事
委員会事務局へ
　078-362-9349
　078-362-3934

納税は金融機関、コンビニ
エンスストア、県税事務所
で。クレジットカードや、ス

マートフォン決済アプリで
の納税も可能です。詳しくは
ホームページで確認してく
ださい。
　管轄の県税事務所

日本においても、世界禁煙
デーに始まる１週間を禁煙
週間と定め、禁煙や受動喫
煙防止に関する普及啓発を
積極的に進めています。喫
煙が健康に与える影響は大
きく、自分だけでなく他人
にも関わる問題です。禁煙
に努めましょう。
　県健康増進課
　078-362-9111
　078-362-3913

地域若者ステーション（通
称サポステ）は、働くことに
悩みを抱えている若者に無
料で就労支援を行う機関で
す。キャリアコンサルタント
による個別相談やコミュニ
ケーション訓練、協力企業
での就労体験などのプログ
ラムを通して、職場に定着
するまで全面的にバックア
ップします。県内8カ所に設
置されているサポステに気
軽に連絡してください。
※最寄りのサポステはホーム
ページへ
　学校を卒業・中退、または
離職して無職の状態にある
15歳～49歳の人
　各地の地域若者サポート
ステーション

日本最大級の温室が、淡路
島のカーネーションなど春
の花で彩られます。
　5月1日㊐～29日㊐10：
00～18：00※期間中は無休
　県立淡路夢舞台公苑温室
「あわじグリーン館」（淡路市）
　一般750円、70歳以上
370円、高校生以下無料
　同館
　0799-74-1200
　0799-74-1201

ステージでは歌とバルーン
ショーや大道芸など、日替
わりでさまざまなパフォー
マンスが行われます。
　5月3日㊋㊗～5日㊍㊗
9：00～17：00
　県立フラワーセンター
（加西市）
　一般500円、70歳以上

250円、高校生以下無料（入
園料)
　同センター
　0790-47-1182
　0790-47-1561

開催中の特別展「オールド
ノリタケ×若林コレクショ
ン」が割引料金で観覧でき
るほか、丹波焼が当たるお
楽しみ抽選会も。
　5月3日㊋㊗～5日㊍㊗
10：00～18：00（お楽しみ
抽選会は16:00まで）
　兵庫陶芸美術館（丹波篠
山市）
　一般900円、大学生700
円、70歳以上450円、高校生
以下無料（特別展割引料金）
　同館
　079-597-3961
　079-597-3967

ガウンやエプロン、マスクな
どの防護具（PPE）の着脱や

車いす操作といった看護体
験のほか、オンライン交流や
進学・健康相談もできます。
　5月14日㊏10：00～15：00
　県看護協会会館（神戸市
中央区）
　県看護協会
　078-341-0190

大雨から命と暮らしを守る
総合治水の取り組みを紹介
します。
　5月14日㊏～6月12日㊐
10：00～17：00※月曜休館
　県立人と自然の博物館
（三田市）
　一般200円、大学生150
円、70歳以上100円、高校
生以下無料（入館料）
　同館
　079-559-2001
　079-559-2007

但馬牛に関する　　クイズ
を出題。勝ち残った人は豪
華賞品（但馬ビーフ）がもら
えます。当日受け付け。無料。
　5月22日㊐10：00～10：30
　県立但馬牧場公園（新温
泉町）
　同園
　0796-92-2641
　0796-92-2640

朝来市天然記念物に指定さ
れた、県立南但馬自然学校
内のため池の生態系の価値
や魅力について、講演や現
地観察会を通して学びます。
　6月11日㊏13：30～16：00
　同校（朝来市）
　50人（先着）
　　5月2日㊊～16日㊊に
必要事項を　　で同校へ
　079-676-4730
　079-676-4008

収穫した実は持ち帰り可能
（有償※1㎏当たり700円）。
　5月27日㊎～29日㊐、31
日㊋、6月3日㊎～5日㊐、7
日㊋、9日㊍、14日㊋いずれ
も10：00～、13：30～
　兵庫楽農生活センター
（神戸市西区）
　各回50人（先着）
　　5月17日㊋9：00から必
要事項を　または　申し込
みフォームから同センターへ
※電話での申し込みは不可
※成育状況により中止にな
る場合があります
　078-965-2651
　078-965-2653

県内の企業約50社が参加
し、Zoomで自宅から参加で
きる合同説明会。特設サイ
トで参加企業のPＲ動画の
公開も。入退場自由。無料。
　2023（令和５）年3月卒業
予定の大学・大学院・短期
大学・専修学校・高等専門
学校の学生、既卒者（おおむ
ね3年以内）
　5月28日㊏、6月4日㊏
10：30～16：10

　　　申し込みフォームから
㈱ダイネンヒューマンplusへ
　079-281-3911
　079-281-3303

申込書は5月16日㊊から市・
区役所・町役場・各県営住宅
管理事務所などで配布。高
齢者以外の人も単身入居で
きるようになりました。
　5月20日㊎～26日㊍（消
印有効）に所定の申込書を
　で各管理事務所へ
　県住宅供給公社
　078-232-9585
　078-232-9581

自然災害や感染症から企業
を守るためのBCP(事業継
続計画)について、策定から
運用(マネジメント)まで伴
走型支援を行います。無料。
　県内に事業所を置く企業等
◆プログラム＝①啓発セミ
ナー＆個別相談会（約3時
間）②策定講座＆メールサ
ポート（約8時間）③演習＆
社内研修・内部監査支援
（約5時間）
※各プログラムの日程、実
施場所など詳しくはホーム

催し

募集

自治会やPTAといった住民団体、土地
所有者(法人・個人)などが実施する緑
化活動を支援します。
　①一般緑化②ひろばの芝生化③校園
庭の芝生化④駐車場の芝生化⑤建築物
の屋上緑化・壁面緑化

　11月30日㊌までに申請書類を　で各市町の緑化担当課へ
　県都市政策課 　078-362-3563 　078-362-9487

住民団体：①②③30㎡④⑤100㎡(人口集
中地区は30㎡)、法人・個人：100㎡(人口集
中地区は30㎡)

①②住民団体：400万円、法人・個人：250万
円③芝生化実行委員会：800万円、私立学校
など：500万円（ポップアップ式スプリンクラ
ーなどを設置する場合はそれぞれ最大140
万円、最大70万円加算）④住民団体：375万
円、法人・個人：250万円⑤法人・個人：250
万円（登はん・下垂型による緑化は75万円）

マンスリー・インフォ
詳しくは

ホームページに
掲載しています

対象 日時・期間 場所 定員 料金 助成額・補助額
申し込み 問い合わせ 住所 電話 ファクス

郵送 電話 ファクス Eメール 
ホームページ 持参

凡例 申し込み
方法

Check!

スプリング
花フェスティバル
～今年も5月は「母の月」

ひょうごで働こう！
WEB合同企業説明会の
参加者

朝来山里山イベント
「見た！聞いた！南但馬のお宝
雨乃宮の池とモリアオガエルの
ヒミツ」の参加者

やきものの里
春ものがたり

BCP／BCM支援
プログラムの受講企業

あわじグリーン館

子どもまつり

「看護の日」イベント
但馬牛クイズ大会

梅の収穫体験の参加者

県営住宅の入居者

総合治水展

兵庫  フラワーセンター

兵庫  看護の日イベント

兵庫陶芸美術館
ひとはく

但馬牧場公園

兵庫楽農生活センター

南但馬自然学校

兵庫県  さわやか提案箱

県民まちなみ緑化事業

ひょうごで働こうWEB合同企業説明会

緑化資材費、自主施工困難な施工費など対象経費

最小規模

限度額

都市計画法の都市計画区域、緑豊かな地域
環境の形成に関する条例(緑条例)の「まち
の区域」など※③は県内全域

対象地域

県民まちなみ緑化事業

子育てに関するご相談を
保育士がお聞きします

いつ離乳食から
幼児食へ切り替えたら

いいの？

母乳が
足りているか
分からない

ずっと子どもと
二人きりで
疲れた…

ひょうご
子育てダイヤル

＃7312
な や み 一 緒 に

相談内容によって、看護師、助産師、栄養士などの専門家
による無料のオンライン相談や家庭訪問を案内します。
まずは気軽に電話またはLINEでご相談ください。

この情報は4月20日現在のものです。
新型コロナウイルス感染症の状況に
より内容等が変更になる場合があり
ます。最新情報は事前に　へ。

ひょうご子育て
LINE相談室

　＃7312

ひょうご子育てダイヤル

月曜～金曜9：00～17：00
(祝休日・年末年始を除く)

開設時間

※固定・IP・携帯電話から通話可能 
※通話料金は相談者負担となります

県政へのご意見・ご質問をお受けします。さわやか提案箱
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