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今月は兵庫県の移住相談窓口『カムバックひょうごセンター』です

―こんなご相談に応じます―
●子育て支援策や住まいに関する情報を教えてください。
●就職や就農、起業に対する支援はありますか？
●移住先の見学やお試し居住はできますか？
●先輩移住者の話を聞けるイベントはありますか？ など
神戸クリスタ
ルタワー6階

兵庫県マスコット

はばタン

カムバックひょうごセンター TEL 078-360-9971
https://www.yume-hyogo.com/

ひょうご住まいサポートセンターやひょうご・しごと情報広場な
どに隣接し、移住に必要な様々な相談が可能。電話、メール、
ポータルサイトからもお受けしております。
県内市町の移住支援情報や先輩移住者の体験談なども多
数取り揃えてあります。

首都圏にお住まいの方もご相談ください！
ｶﾑﾊﾞｯｸひょうご東京ｾﾝﾀｰ
TEL 03-6262-5995
【所在地】 東京都千代田区大手町2-6-2
日本ビル3階（パソナグループ本部）
【開所日】 火・水・金 10時～18時30分
土 10時～17時30分

【所在地】 神戸クリスタルタワー6階
【開所日】 月～金 10時～18時30分、土 10時～17時30分

お気軽にお越しください！

日本ビル

ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄもぜひご覧ください！

【アクセス】
JR東京駅日本橋口徒歩すぐ、
東京メトロ大手町駅B8a出口
直結、日本橋駅A1出口、
三越前駅B2出口徒歩3分

７月～８月のイベント情報
◆おいでや！いなか暮らしフェア
日時
場所

平成30年7月28日（土）
大阪マーチャンダイズ・マート
2F B・Cホール
内容
兵庫県の窓口としてカムバック
と各市町の窓口が多数参加！
問合せ カムバックひょうごセンター
電話：078－360－9971
https://www.inaka-event.com/

◆兵庫県政150周年記念
ひょうご博覧会 in 大阪2018
日時
場所
内容
問合せ

平成30年7月28日（土）、29日（日）
ＭＢＳちゃやまちプラザ 及び周辺
イベントステージ、食・物産ブース多数！
兵庫県 地域創生課 電話：078-362-4221
http://www.hyogo-expo.com/

◆播磨地域合同移住相談会
日時
場所
内容

平成30年8月19日（日）
グランフロント大阪 北館タワーＢ 10階
兵庫県北・中・西播磨地域が一挙に集
まった相談会。カムバックも参加！
問合せ 西播磨暮らしサポートセンター
電話：0791-58-1252
https://harikura-west.jp/

◆ちょうどいい♪北播磨で暮らそう！
日時
場所
内容

毎月第2土曜日
カムバックひょうごセンター
平成30年4月よりSTART!北播磨の移住
相談員が皆様のご相談に対応します！
問合せ 北播磨県民局 県民交流室
電話：0795-42-9080
https://www.yume-hyogo.com/20180423165931.html

〔ひょうご生活・しごと・カムバックポータルサイト〕
『夢かなうひょうご』

https://www.yume-hyogo.com/

兵庫の魅力・役立つ情報をお届け！

ひょうご de START会員
登録受付中！

申込み・お問い合わせは
各施設へ。ご応募をお待ち

今後のイベント

しています。

8/4(土) 10 時～１２時
これからの私の働き方セミナー
社会保険労務士
髙見 香織 さん
定 員：シングル女性 12 名(先着順)
申込先：県立男女共同参画センター
078-360-8550

8/７（火) １０時～１２時
育休復帰後のタイムマネジメント
NPO 法人夢コネクト
森本 紀子理事長
定 員：10 名(組)(抽選)
申込先：県立男女共同参画センター
078-360-8550

8/9(木) 10 時 30 分～１２時 30 分
少子高齢化と女性活躍推進
甲南大学
前田 正子教授
定 員：約 40 名
申込先：県立男女共同参画センター
078-360-8550

8/9(木) 13 時 30 分～15 時 30 分
データから読み解く女性の貧困
神戸学院大学
田宮 遊子准教授
定 員：約４０名
申込先：県立男女共同参画センター
078-360-8550

男女共同参画センター（7 階）
8/20(月) 13 時 30 分～16 時 30 分
職業を知るセミナー
企業研究と職種研究
定 員：15 名(先着順)
申込先：ひょうご・しごと情報広場
若者しごと倶楽部
078-366-3731

8/２１(火)、22(水)、23(木)
各日 10 時 30 分～16 時 30 分
就活トレーニング
対 象：学生含む概ね 39 歳までの方
定 員：各 15 名（先着順）
申込先：ひょうご・しごと情報広場
若者しごと倶楽部
078-366-3731

施設一覧

※ 図：図書コーナー、 相：相談業務、 セ：セミナー開催
施

設

名

機 能

開 館 日

休館日

12F

ひょうご・しごと情報広場
078-360-6216

図・相・セ

月～金

10 時～19 時

土・日・祝・
年末年始

７F

県立男女共同参画センター
078-360-8550

図･相･セ

月～金
土

9 時～19 時
9 時～17 時

日・祝・
年末年始

兵庫県民総合相談センター
078-360-8511

相

月～金

9 時～17 時 30 分

土・日・祝・
年末年始

カムバックひょうごセンター
078-360-9971

相

月～金
土

10 時～18 時 30 分
10 時～17 時 30 分

日・祝・
年末年始

相･セ

月～金
土

9 時～19 時 0０分
9 時～17 時 0０分

日・祝・ＧＷ
お盆・年末年始

相

月～金

9 時～17 時 15 分

土・日・祝・
年末年始

図･セ

火～日

9 時～21 時

月・年末年始

６F

ひょうごボランタリープラザ
078-360-8845

５F
２F

生涯学習情報コーナー
((公財)兵庫県生きがい創造協会)
078-360-9015
神戸生活創造センター
078-360-8530
県民ギャラリー
(神戸生活創造センター)
078-360-8530

展示

火～日

アクセス
（神戸市中央区東川崎町 1-1-3 神戸クリスタルタワー）
・JR「神戸駅」から徒歩 3 分
・神戸高速鉄道「高速神戸駅」から徒歩 7 分
・地下鉄海岸線「ハーバーランド駅」から徒歩 3 分

9 時～１９時
※催しにより異なります

月・年末年始

