
兵庫県警察生活安全企画課
078-341-7441

兵庫県警 特殊詐欺防止

兵庫県議会議員選挙
そろって投票しましょう！

県選挙管理委員会 078-362-3101 078-
362-3907 または各市区町選挙管理委員会へ

「でんでんむし」運動推進中！

特殊詐欺は犯人からの電話に出ないことが一番の対策です

投票日当日に予定がある人は

4月1日㊏～8日㊏期日前投票

4月9日㊐
投票日

7：00～20：00
（一部地域を除く）

投票時間

明るい選挙キャラクター
「選挙のめいすいくん」

特殊詐欺に注意しましょう

●防犯機能付き電話機の導入と活用
●自宅の電話機は常に留守番電話に設定
●ディスプレーで相手の電話番号を確認

ポイント

アポ電に でんわ 無視するで

※ アポ電：親族や警察官、役所
の職員等になりすまし、現金
やキャッシュカードなどをだ
まし取ろうとする電話のこと

※

〈催し〉

SDGs Day 2023
県と神戸市が主催する「SDGs  
CHALLENGEプログラム」
に参加しているスタートア
ップの事業発表のほか、獅
子舞の演舞やジャズオーケ
ストラの演奏、県内企業に
よるAI自動バウムクーヘン
焼成機の実演・試食など。
無料。
3月18日㊏13：30～16：00

※荒天中止
SMBC神戸本部ビル前広

場（神戸市中央区）
県新産業課
078-362-4156
078-362-4273

SDGs Challenge

「五つ星ひょうご」 
選定商品販売会
2022（令和4）年度の「五つ
星ひょうご」選定商品のう
ち、50品を集めた展示販
売会。
3月23日㊍12：00～16：00
神戸サンボーホール（神

戸市中央区）
（公社）県物産協会
078-362-3858
078-382-1206

五つ星ひょうご

福祉の就職総合フェア 
in HYOGO
県内128の社会福祉法人や
事業所による合同説明会。
各施設等との個別面談や採

催し
用予定情報の提供、各種相
談、求職者登録など。入退場
自由。無料。
福祉の仕事に関心がある

人（学生可）
3月4日㊏13：00～16：30 
神戸国際展示場2号館

（神戸市中央区）
県福祉人材センター
078-271-3881
078-271-3882

福祉の就職総合フェア in HYOGO

伝統文化ふれあい広場
邦楽や能、日本舞踊等のス
テージ、ちぎり絵や茶道、生
け花等の体験講座。入場無
料。体験講座の一部は要予
約、有料（材料費）。
3月4日㊏、5日㊐12：00～

16：00
県公館（神戸市中央区）
（公財）県芸術文化協会
078-321-2002
078-321-2139

伝統文化ふれあい広場

〈募集〉

兵庫県職員なんでもガイ
ダンスの参加者
入庁1年目職員や地方機関
配属職員の体験談など、受
験希望者の関心が高いテー
マを取り上げます。オンライ
ン開催。
主に大学3年生（3年生以

外や既卒も可）
3月24日㊎13：30～16：05
200人（先着）
3月15日㊌までに 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

兵庫県職員 なんでもガイダンス

ひょうごアドプト・あかり 
のパートナーの協賛企業
県との協働により道路照明
灯の維持管理を行います。
照明灯に企業名等を表示で
きます。
社会貢献活動に理解のあ

る企業や商店、地域団体
◆協賛金＝年2万円（道路
照明灯1本当たり）
◆契約期間＝3～5年

所定の応募用紙を
で県道路保全課または各県
民局・県民センター土木事
務所へ
650-8567（住所不要）
078-362-3522
078-362-4278

兵庫県あかりのパートナー

県立社高校の 
センバツ出場に係る 
ふるさとひょうご寄附金
同校が3月18日㊏開幕の第
95回記念選抜高等学校野
球大会に出場することを受
け、ふるさとひょうご寄附金
の「県立学校環境充実応援
プロジェクト」として寄付金
を募集します。部員等の移
動や宿泊、応援グッズや用
具等の購入、感染症対策な
どに活用する予定です。
3月31日㊎までにふるさ

と納税サイト「ふるさとチョ
イス」「楽天ふるさと納税」
から、または同校へ現金持
参、現金書留など※詳しく
は で確認してください
同校
0795-42-2055
0795-42-2056

ふるさとひょうご寄附金

県営住宅の入居者
申込書は3月17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。
3月24日㊎～30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
兵庫県住宅供給公社

〈助成・貸付〉

空家活用特区制度
県では、市町から申し出の
あった空き家問題が深刻な
区域を「空家活用特区」に指
定し、専門家によるサポー
ト、規制緩和、改修費の補助
等で空き家の流通・活用を
支援します。空き家で困って
いる自治会は、まず市町に
相談してください。
県住宅政策課
078-362-3583
078-362-9458

空家活用特区制度

〈試験〉

兵庫県職員技術系職種 
（春日程）
2024年度採用予定の職員
採用試験。
4月23日㊐（筆記）
神戸市内

◆試験区分＝大卒程度、経
験者
◆試験案内＝3月中旬に
に公開予定
◆募集職種、受験資格等＝
試験案内で要確認

試験案内に記載の期限
までに 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

兵庫県職員  採用試験

〈お知らせ〉

3月は 
「自殺対策強化月間」です
一人で悩まないで、まずは
相談してください。
●県いのちと心のサポート
ダイヤル
精神保健福祉士等が心の
健康相談に応じます。
078-382-3566

月曜～金曜18：00～翌8：30、
土曜、日曜、祝休日24時間
●こころの健康相談統一ダ
イヤル（ナビダイヤル）
居住地で開設中の相談窓口
につながります。※時間帯
によってつながりにくいこと
があります
0570-064-556

●ひょうご女性サポートホ
ットライン～ここふれ～
不安や悩みを抱えている女
性の相談を受け付けていま
す。
0120-623588

火曜～土曜9：00～12：00・
13：00～16：00（祝休日を
除く）
いのち支える兵庫県

旅券の申請手続きが 
変わります
3月27日㊊から旅券（パスポ

募集

試験

お知らせ
助成・貸付
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MARCHマンスリー・インフォ・インフォ この情報は2月15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。

詳しくは
ホームページに
掲載しています凡例 申し込み

方法
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

Check!

さわやか提案箱 県政へのご意見・ご質問をお受けします。2023（令和5）年3月号6 兵庫県  さわやか提案箱

kh2303_6-7_web　2023/02/15 - 16:20


