
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

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

試験

2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられ、「18
歳から大人」になりました。大人になると、住宅賃貸やクレ
ジットカード等の契約を一人でできるようになると同時
に、一度結んだ契約は簡単には取り消せなくなります。トラ
ブルに巻き込まれないよう、契約は慎重に行い、「だまされ
ない消費者」になることが重要です。また、「今だけ」「ここだ
け」「自分だけ」の消費行動から転換し、人や社会、地域など
にも配慮した「自分で考える消費者」になることも求められ
ます。そこで、本年度の消費者月間は、「考えよう！大人に
なるとできること、気を付けること～18歳から大人に～」
をテーマに、県内各地でキャンペーンを実施します。この機
会に、「だまされない消費者」「自分で考える消費者」になる
にはどうすればいいか、考えてみましょう。
　県生活安全課消費政策班
　078-362-3157 　078-362-4022

兵庫県職員
（行政A・資格免許職）

自動車税種別割の
納期限は5月31日㊋です

サポステで
若者の就労を支援します

兵庫県職員(獣医師)

兵庫県職員  獣医師

自動車税種別割  兵庫

世界禁煙デー 兵庫県  サポステ

消費者月間  兵庫

兵庫  BCP／BCM

お知らせ

5月31日は
世界保健機関が定めた
世界禁煙デーです

大人になるとできること、
気を付けることを考えましょう

成年年齢が20歳から18歳に

兵庫県職員  行政A・資格免許職

※当選発表は発送をもって代えさせていただきます。また、
感想は紙面下の「読者の声」コーナーで紹介させていた
だく場合があります。ご提供いただく個人情報は今後の
紙面作りの参考にさせていただくほか、プレゼントの送付
とそれに係る業務に利用します（①はNPO法人兵庫セルプ
センター、②は㈱神戸新聞総合印刷から直接発送します）

こちらからも
プレゼントに
応募できます

今月のプレゼント

西脇市の障害福祉サービス事業所「ドリームボール」が製造。
山田錦の米粉を使用したクラッカーと西脇市産の黒大豆の
いり豆はおつまみに最適です。金ゴマ味、ガーリック味、一味、
カレー味、うめ味の5つの味が入って1袋340円。インター
ネットでも販売しています。
＋NUKUMORI

❶食べる山田錦＆黒豆3袋 … 3人

❷4面で紹介の絵本
　「サンダリーノどこから来たの？」…5人

「史上最高齢の飼育されたコアラ」としてギネス世界記録を
更新したコアラの名前は何でしょう。（ヒントは2～4面）

あさぎ みどり こむぎ

プレゼント
クイズ

クイズの答え、希望するプレゼント（番号と名前）、住所、氏名、
電話番号、今月号の感想を5月20日㊎（消印有効）までに、
　〒650-8567（住所不要） 　0078-362-3903 
　dayori@koho.pref.hyogo.lg.jpのいずれかで
県広報広聴課「県民だよりプレゼントクイズ」係へ。

プレゼントの応募先はこちら

U5H

ひょうご発信

「U5Hあるある」の漫画
コーナーは終了しまし
た。今後はU5Hのウェブ
サイトでご覧ください。
あなたの「あるある」も引
き続き募集中です。
6月号からは新しく「ヒョー
ゴなんでもランキング」
が始まります。どうぞお
楽しみに！
（本紙編集部）

サンテレビで放送中
8：30～8：55日曜

県政に関するアンケートにお答えいただきます。
パソコンでインターネットを使えることが必要です。県民モニター募集中 兵庫県  県民モニター　県広報広聴課 　078-362-3021 　078-362-4291

豊かな土地で、新たな暮らしを。「光都プラザ」テナント大募集

販売価格 950.4万円～1,423.3万円
宅地面積 211.67㎡～400.82㎡

広い土地、充実した教育環境、快適なテレワーク環境。
光都21ではそんな新たな生活を応援します。

公式インスタグラムの
アカウントはこちら

コート21

ほっとタウン光都
兵庫県企業庁企業誘致課

078-362-9390兵庫県企業庁播磨科学公園都市まちづくり事務所
0791-58-1115　 光都プラザ

助成制度を多数、ご用意しています。 詳しくはお問い合わせください。※①②併用不可

さ
ら
に
最
大

播磨科学公園都市・光都21
建築条件付宅地分譲・一般定期借地権付分譲

若年世帯新居購入
支援拡充制度①

万円割引400 （令和5年3月31日まで）

テレワーク応援住宅購入
支援制度②

万円割引400
若年世帯新居購入
奨励事業

（令和5年3月31日まで）
万円交付150

所在地／たつの市
兵庫県企業庁播磨科学公園都市まちづくり事務所

所在地／上郡町

光都プラザで出店しませんか？
初めて出店する方には初期費用を助成し、

新規出店を応援しています。

詳しくはお問い合わせください。

助 成 内 容　貸付料の減免、改装費の助成
支援限度額　計100万円（改装費の上限50万円）
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