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県外の学生も参加しやすい就職イベントを開催しています！

　県では、進学等で大分県を離れる若者たちに、県内企業に目を向け、就職をきっかけに大分県に戻っても
らおうと、様々な取組を行っています。

おおいた元気企業就職ガイダンスin福岡（３月）
県内企業56社が参加した、福岡エリア最大の合同企
業説明会です。

　平成30年も引き続き多数のイベントを開催します。
　合同企業説明会等の就職イベントの開催情報は県HPに掲載しています。 詳しくはこちら➡

※県が配信中のWebマガジン「オオイタカテテ！」では県内で働く先輩のイン
タビューや企業情報、旬で魅力的な地域情報等を紹介しています！

　県では、UIJターン就職を考えている方を対象に「大分県UIJターン希望者面接支援補助金」や   
「大分県内企業インターンシップ支援補助金」を設けています。

大学を卒業後、就職をきっかけに大分県に戻ってきました。大分県は
都会的な良さと田舎の良さ、その両方が適度に混在していると思います。
大分駅前を中心に発展が続く一方で、郊外に出ると豊かな自然が広がっ
ているところはすごく魅力的ですね。これからの地元の発展に貢献した
いという思いがあって、進学前から就職は大分県でと考えていました。
今は主にID管理の業務に携わっており、大変なこともありますがその分
達成感も大きく、やりがいに繋がっています。
就職活動は自分自身と向き合う良い機会ですから、これから就職活動を

迎える皆さんには、就職をゴールと捉えるのではなく、その後どのように
働いていきたいのかを考えて頑張ってほしいと思います。

大学生のUIJターン就職を応援します！

先輩社員へインタビュー！

平成29年開催イベント例

県外で地元企業の就職イベン
トはなかなかないので、大分
県の魅力的な企業をたくさん
知る良い機会になりました！

大分県内企業魅力発見バスツアー（12月）
福岡県内発着のバスに乗って大分県内の様々な企業を
訪問します。先輩社員との交流会もあり、県内企業の
魅力を体感できます。

福岡からバスに乗れたので、
帰省ついでに気軽に参加でき
ました！

詳しくはこちら➡

株式会社ザイナス ITソリューション事業部
コミュニケーションサービス部　
和田 拳太郎さん

雇用労働政策課  ☎097-506-3332問

県民ひろば１
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大分県職員採用情報

中津土木事務所
中津日田道路建設室
疋田 拓郎 主任

☎097‒506‒2096

県政ふれあいトーク県政ふれあいトーク県政ふれあいトーク

県政ふれあいトーク　知事通信

国東半島を元気にする女性の皆さん

知事は、下記の地域で県民の皆さんと
意見交換を行いました。 12月21日㈭ 国東市

会場：たまちゃんファーム

国東市農業参入企業６社の皆さん

会場：アストくにさき

千年ロマンガイド六郷満山部会の皆さん

会場：興導寺

朝来地区活性化推進協議会の皆さん

会場：あさぎりの郷

県職員には様々な職種とそれに応じた幅広い活躍の場があります。
今回は、総合土木職で働く県職員を紹介します。

県職員の仕事紹介！～総合土木職編～

人事委員会事務局  ☎097-506-5212問

■現在の仕事内容
　中津市と日田市を結ぶ「中津日田道路」の建設に携わっています。中津日田道路は大分自
動車道や東九州自動車道と連結し、福岡市や北九州市、大分市などを結ぶ循環型ネットワー
クを形成する全長約50㎞の地域高規格道路です。現在は、県管理で最長となる約３㎞のト

ンネル工事や橋梁工事等の現場監督、事業の執行
管理、地元調整などの業務を担当しており、職場
と現場を行き来する毎日です。
■仕事のやりがい
　自分が担当した道路が開通し、地元の方から「歩道ができて歩きやすくなっ
た」、「バイパスが通って便利になった」など喜ばれた時はやりがいを感じます。
■余暇の過ごし方
　仕事が終わってからは、野球などのスポーツで汗を流しています。休日は家
族で過ごすことが多いです。イクメン頑張ってます！
■県職員を目指す皆さんへ
　県の土木職では、地元調整や設計段階から完成まで、一貫して関わることが
できます。地域の発展に貢献できているという実感とやりがいを強く感じら
れる職業です。ぜひ大分県の職員として一緒に働きましょう！

※ホームページやフェイスブックでは、職員採用試験に関する情報のほか、県庁の仕事内容や職員からのメッセージなどを紹介しています。
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1平成30年度上級試験・医療
免許資格職試験Ⅰ

申込受付期間：５月７日㈪
　　　　　　　～５月25日㈮
第一次試験日：６月24日㈰
※試験区分、採用予定者数などは３月
下旬に県ホームページでお知らせす
る予定です。

2大分県職員採用ガイダンス
日　程：３月24日㈯
場　所：県庁舎新館14階　大会議室
内　容：平成30年度職員採用試験の

概要説明、職員による経験談
発表など

申込期限：３月23日㈮ 正午
申込方法：県ホームページから申込

3大分県技術系職員採用説明会
日　程：３月24日㈯
場　所：県庁舎新館５階　51会議室
内　容：技術系職種ごとにブースを設

け、それぞれの仕事内容等を
説明

申込期限：３月23日㈮ 正午
申込方法：県ホームページから申込

採用試験・ガイダンスのお知らせ

大分県職員採用

県 職 員 に イ ン タ ビュー

県民ひろば２
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「６秒ルール」で夫婦円満 !?

　立春を過ぎ、春の訪れを告げる便りも聞かれる季節になりました。
　職場や家庭で、相手に対してつい感情的に行動し、後悔した経験のある方もお
られるかと思いますが、「アンガーマネジメント（怒りの感情をコントロールす
る）」という手法があります。
　県では以前、子どもの人権について理解を深める研修として「アンガーマネジ
メント講座」を開催しましたが、日本アンガーマネジメント協会によると、上達
すれば、「怒る必要のあることは上手に怒れ、怒る必要のないことは怒らなくな
る。他人を傷つけず、自分を傷つけず、モノを壊さず、上手に怒っていることが
表現できるようになる。」とのことです。また、怒りの正体とは自分の願望、希
望を象徴する言葉、「べき」だそうです。周囲の人は「こうある『べき』」という
理想と現実にギャップがある場合に怒りが発生するとしています。
　同協会では、怒りをコントロールする手法として、「６秒ルール」を推奨して
います。人の怒りの感情のピークは長くても６秒間なので、言葉を発せず６秒待
てば、怒りの感情はかなり小さくなるとのことです（妻も私を相手に試してみた
ところ、なるほどと実感したそうです）。職場でのパワーハラスメント防止や家
庭円満のために実践してみてはいかがでしょうか。

大分県人権啓発
イメージキャラクター
こころちゃん

森

野上 弥生子／著
新潮社　1985年
（画像は文庫：1996年）

第18回日本文学大賞
（1986年）

　明治33年、九州から東京の日本
女学院に入学した15歳の菊地加根
を取り巻く女学生たちの青春の姿が
瑞々しく描かれています。自伝的要
素が盛り込まれた作品で、著者が
87歳の時から「新潮」に断続連載さ
れ、あと数十枚で完成というところ
で100歳を目前に亡くなり、遺作と
なりました。明治18年臼杵市に生
まれ、夏目漱石に師事した著者は、
『海神丸』『秀吉と利休』などの作品
を残し、文化勲章を受章。本作品で
昭和61年に日本文学大賞を受賞し
ました。

おおいた
ゆかりの図書
おおいたの文学～受賞作を中心に～

大分県立歴史博物館の展示
【特集展示「豊前の神楽」】
　中津市、宇佐市を含む県北部の旧豊
前国を中心に「豊前神楽」が分布し、多
くの神楽社が存在しています。平成
28年に国の重要無形民俗文化財に指
定された「豊前神楽」で用いられる面や
用具などを紹介します。
期間／４月22日㈰まで
【企画展「殿様―おおいたの藩主たち―」】
　小藩が並び立っていた江戸時代の大
分では、多くの個性的な藩主が生まれ
ました。この展示では、そのような藩
主の人物像や業績を、ゆかりの品々を
とおして紹介します。
期間／３月16日㈮～５月13日㈰

場所／大分県立歴史博物館（宇佐市）
開館時間／９時～17時
観覧料／ 一般：310円

高校・大学生：150円

問大分県立歴史博物館
☎0978-37-2100

自閉症に関する講演会
　自閉症をはじめとする発達障がいに
ついて知っていただくための講演会を
開催します。専門家による個別相談会
や作品展示も併せて行います。
　４月２日は「世界自閉症啓発デー」、
４月２日から８日は「発達障がい啓発
週間」です。この機会に、障がいにつ
いての正しい理解を深めましょう。
申込期限／３月22日㈭
申込方法／障害福祉課に電話予約
日時／４月１日㈰　14時～17時
場所／ 大分県社会福祉介護研修セン

ター（大分市）
講師／五十嵐　康郎氏
　　　（（福）萌葱の郷　理事長）
問障害福祉課　☎097-506-2731

臼杵藩稲葉家童具足（歴史博物館所蔵）

大分県立歴史博物館 検  索

春色オルレ
九重・やまなみコース
開催日／３月24日㈯
場　所／九重“夢”大吊橋　中村側
問九重町商工観光・自然環境課
☎0973-76-3150

九州北部豪雨災害復興
チャリティーイベント 9th Anniversary
「JoyCollectionキッズ
フェスティバル2018」
開催日／３月31日㈯
場　所／ レストランハウス洞門特設会場

（中津市）
問  ジョイコレクション
企画実行委員会

☎0979-52-2432

第43回 吉四六まつり
開催日／４月８日㈰
場　所／ 普現寺吉四六さんの墓、

野津吉四六ランド（臼杵市）
問吉四六まつり実行委員会
☎0974-32-2389

市町村の催し
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県

飲んだらのれん
　毎月20日は
「飲酒運転根絶
県民運動の日」
です。
　３月から４月は、
送別会や花見などでお酒を飲む機会が
増えます。二日酔いの状態での運転も
飲酒運転になり、厳しい罰則があり
ます。
　一人ひとりが「飲酒運転は絶対にし
ない・させない・許さない」という強
い意志を持ち、飲酒運転を根絶させま
しょう。
問生活環境企画課
☎097-506-3062

巡回特別労働相談会
　県では、県内各地を巡回し、無料
労働相談を実施しています。賃金未払
いや突然の解雇など労働に関するト
ラブルについてお気軽にご相談くだ
さい。
日時／３月20日㈫
　　　13時15分～16時45分
　　　※受付は16時15分まで
場所／ホルトホール大分（大分市）
　　　４階405会議室
相談方法／①来場
　　　　　②電話（097-532-3040）
相談員／弁護士、社会保険労務士
問雇用労働政策課
☎097-506-3351

「大分県こども救急電話相談」、
「小児救急ハンドブック」を
ご利用ください
【大分県こども救急電話相談】
　お子さんの急病やケガで心配な時、
病院へ行った方がよいか迷ったときな
どに看護師が相談に応じます。
電話番号／＃8000または、
　　　　　097-503-8822
受付時間／
月～土曜日：19時～翌朝８時
日曜、祝日： ９時～17時、

19時～翌朝８時
【小児救急ハンドブック】
　お子さんの発熱や嘔吐など、よくみ
られる症状ごとに、観察のポイントや
家庭での対応をわかりやすくまとめて
います。県ホームページでも公開して
いますので、困ったときにはぜひご覧
ください。
問医療政策課
☎097-506-2659

自動車をお持ちのみなさんへ
　自動車税は、毎年
４月１日現在の自動
車の所有者に課税さ
れます。車を譲った
り使用していない場合も、移転登録や
抹消登録を行わないと自動車税が課税
されます。３月中に手続きをお済ませ
ください。
問税務課　☎097-506-2382

「おんせん県おおいた♨
世界温泉地サミット」を
開催します！
　５月25日㈮～27日㈰に別府市の
ビーコンプラザで「おんせん県おおいた
♨世界温泉地サミット」を開催します。
　日本をはじめ世界各国から温泉地の
リーダー、研究者等が集まり、温泉の活
用策の意見交換や温泉地の更なる発展に
ついて議論します。また、皆さんにも楽
しんでいただける関連イベントも実施す
る予定です。
【関連イベント】
①５月26日～27日：
　世界温泉地観光物産展
② ５月26日：ONSEN・ガストロノミー
ウォーキング in 別府
③ ５月27日：ONSEN・ガストロノミー
ウォーキング in やばけい遊覧

問観光・地域振興課
☎097-506-2129

「椿まつり」開催中
　大分農業文
化公園（杵築
市）では、「椿
まつり」を開催
しています。
　つばき園は
国際ツバキ協
会から「優秀つばき園」に認定され、約
400品種1,000本の椿が秋から春に
かけて開花します。
　また、週末を中心に椿油のハンドク
リーム作りなど多彩な催しを実施しま
す。春の息吹を感じにぜひお越しくだ
さい。
期間／４月１日㈰まで
　　　※毎週火曜日休館
入園料／無料
※ イベントの参加には参加料や事前申
込が必要となる場合があります。

問大分農業文化公園
☎0977-28-7111

世界温泉地サミット 検  索

催し

大分農業文化公園 検  索

精神障がい者に対するバスの運賃割引
　これまで身体障がい者、知的障がい者が対象になっていた
バスの運賃割引制度が精神障がい者にも拡大されます。
適用開始／４月１日㈰
対象者／精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
　　　　※本人確認のため、手帳に写真の貼付が必要です。
割引内容／普通運賃５割引、定期券３割引
　　　　　※詳細は各バス会社にお問い合わせください。

●大分バスグループ　☎097-532-7000
●大分交通グループ　☎097-534-7455
●亀の井バス㈱　　　☎0977-25-1668
●日田バス㈱　　　　☎0973-22-7105

問障害福祉課　☎097-506-2733
　

案内
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地域包括○○○○○○

３月・４

　当選者の発表は、発送を
もってかえさせていただき
ます。１月・２月号のクイ
ズの答えは、Ⓐおんせん、Ⓑ
高校文化部でした。たくさ
んのご応募をありがとうご
ざいました。

４月30日㈪

　本紙を参考に○の中に当てはまる文字を入れ、ハガキかイン
ターネットでご応募ください。正解者の中から抽選で５名様に
中津市の特産品詰め合わせ(2,000円相当)をプレゼントします。

３月·４月号 クイズ＆プレゼント

　日本三大干潟の一つ「中津干潟」では、日本初となる干潟でのカキの養殖に取り組
んでいます。自然豊かな中津干潟で育てられたカキは見た目が美しく、美容によいと
される成分が多く入っていることなどから「ひがた美人」と名づけられました。
　今回は、大分県漁業協同組合中津支店のカキ小屋で調理を担当する岡﨑都さんから
「ひがた美人」をふんだんに使ったカキ汁を教えていただきました。カキの旨味をぎゅっ
と詰めた一品です。ぷりっとした身に濃厚な甘みが楽しめる、今が旬のカキをぜひお
試しください。

「ひがた美人」のカキ汁【中津市】

県
政
番
組
ガ
イ
ド

再生紙を使用しています。※県の歳入確保のため有料で広告スペースを貸し付けています。この広告内容を県が推奨・保証等するものではありません。

大分県庁 ☎ ‒ ‒ （代表）
http://www.pref.oita.jp/

▼インターネット
動画配信サイト「おんせん県おおいた！ちゃんねる」
　　　　　　　　　（http://www.onsenkenoita-ch.com/）
　　　  県政番組のバックナンバーや県内の魅力満載動画を配信中

▼テレビ
TOS 「ほっとはーとOITA」 土曜日／午前11：30～11：45
OAB 「お！」 日曜日／午後  5：55～  5：59
OBS 「オオイタコレクション」 月曜日／午後  6：55～  6：59
▼ラジオ
OBS 「くらしのたより」
月～金曜日／午前9：10～9：13
土曜日／午前6：57～7：00、日曜日／午前6：55～6：58
OBS 「たんねるけん！」
毎月第1・第3土曜日／午前10：40～10：54
翌日曜日／午前5：30～5：44（再放送）
エフエム大分
「WHAT's NEW OITA」（ホワッツニューオーイタ）
月～金曜日／午前9：00～9：04、土曜日／午前9：25～9：29
日曜日／午前8：55～8：59

スマートフォンからも
ご覧いただけます♪
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取材協力：大分県漁業協同組合中津支店
☎ 0979-22-2103

カキ…10個、みそ…少々、水…300㏄

1 フライパンにカキを並べ、100㏄の水を加え、蓋を
閉めて中火で蒸す。

2 カキの口が開いたらカキをお椀に盛りつけ、煮汁は
網目の細かいザルで濾して鍋に移す。

3 2の煮汁に200㏄の水を加える。沸騰後、味噌を加
えて味を整える。

4 カキを盛りつけたお椀に3のスープを加えたらでき
あがり。

材　　料（２人分）

○○○○○○ジオパーク
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