
■ 『一株植樹』運動に参加しましょう！■【問い合わせ先】産業課 担当：田村（℡６４－３７８３） 

 苗木の購入を希望される方は、下記の苗木購入申込書をご記入の上、現金を添えて２月７日（月）までに、産業課（天

萬庁舎）または建設課（法勝寺庁舎）へお申し込み下さい。引き渡し日及び引き渡し場所は次のとおりです。 

●引き渡し日  平成２３年３月１１日（金）午前９時から午後５時１５分まで 

●引き渡し場所 ＜会見地区の方＞・・・天萬庁舎 産業課、＜西伯地区の方＞・・・法勝寺庁舎 建設課 

-------------------------------------------〈キリトリセン〉-------------------------------------------------- 

苗 木 購 入 申 込 書 

【住 所】 南部町                       【申込み日】 平成２３年   月   日   

【氏 名】                            【電話番号】     － 

樹 種 名 
規格 

(苗長) 
葉 木の特性 

単価 

 円 

申込 

本数 

金額 

 円 

サシスギ ２年生 針葉 日本家屋の建築材として利用されている。神社仏閣に多くみられる。 １００   

ヒノキ ３年生 針葉 古くから日本人の生活と結びつきが深く、建築材として広く利用されている。 １００   

とっとりﾊﾟﾜｰ松 ２年生 針葉 マツノザイセンチュウを接種した抵抗性のあるアカマツ。 １５０   

クリ（銀寄） 70cm 落葉 9～10月に果実が熟す丹波栗の代表的な品種。受粉木がある方が実がなり易い。 ５５０   

トゲナシサンショウ 90cm 落葉 4～5月に黄緑色の小花が咲く。芳香のある若葉や種子は料理などに利用される。 ６５０   

アジサイ 30cm 落葉 梅雨期の花で初夏を彩る代表的な花。直径 3～6cmの装飾花を球状につける。 ３５０   

アメリカハナミズキ(赤)  40cm 落葉 春には花のような総苞片をつけ、秋には小さな赤い実をつける。紅葉も美しい。 ９００   

イロハモミジ 50cm 落葉 モミジといえばこのイロハモミジを指すくらい紅葉を代表する木。 ３００   

ウメモドキ 50cm 落葉 赤い実が枝いっぱいについて美しいため、庭木として多く用いられている。 ３５０   

温州ミカン 70cm 常緑 4月には白い花をつけ、12月にはみかんの実をつける。一般的なみかんの品種。 ９５０   

オオヤマレンゲ 15cm 落葉 南国をイメージさせる光沢のある葉と香りの良い花が魅力。初夏に白い花が咲く。 ３００   

オタフクナンテン 20cm 常緑 冬になって寒くなると真っ赤に紅葉する。ナンテンの園芸品種。 ４００   

オリーブ 30cm 常緑 5～7月に芳香のある白色の小花を付ける。果実からはオリーブ油が採取される。 ４００   

キンモクセイ 50cm 常緑 10月葉の脇に橙黄色の小さな花が多数咲き、さわやかな香りがほのかに広がる。 ３５０   

月桂樹 30cm 常緑 4～5月に黄白色の花をつける。葉は香辛料として使用される。 ３５０   

ケヤキ 50cm 落葉 普通高さ 20～25ｍになる。日本の落葉樹では最も姿の美しい木の一つ。 ２５０   

コナラ 40cm 落葉 花は 4～5月に咲き、秋にはドングリの実をつける。しいたけ原木にも利用される。 ２５０   

サカキ 30cm 常緑 6～7月に白い花が咲く。神棚や祭壇に供える神事には欠かせない植物。 ３００   

サザンカ 50cm 常緑 10～12月、枝先に直径 4～7cmの白または赤系の花をつける。 ３５０   

ソメイヨシノ 50cm 落葉 もっとも名の知られた桜。咲きはじめは淡紅色で、満開になると白色に近づく。 ５５０   

チャノキ(ヤブキタ) 50cm 常緑 各地で緑茶用に栽培され、10～11月に白い花をつける。 ４００   

ドウダンツツジ(白)  40cm 落葉 春には壷型の白い花をつけ、秋の紅葉も美しい。自然で美しい樹形が楽しめる。 ５００   

ナツツバキ 50cm 落葉 初夏から秋まで椿に似た白い花が咲き続ける。光沢のある明るい幹肌が美しい。 ３００   

ナツハゼ 50cm 落葉 スズランに似た花が咲き、秋に黒褐色に熟す実をジャムや果実酒にもできる。 ４００   

ヒサカキ 30cm 常緑 3～4月に 5、6mmの白い花を束生する。仏事に利用される。 ３００   

ヒラドツツジ 30cm 常緑 丈夫なツツジで生長も早い。大きく育つツツジで、生垣や街路樹に重宝する。 ２５０   

ブルーベリー 50cm 落葉 園芸品種名:ホームベル。5～6月に白い花をつけ、夏には藍黒色の実をつける。 ５００   

ヤマボウシ 40cm 落葉 自然な樹形が人気。春の新緑、5月頃の花、秋には赤い実がなり、紅葉も美しい。 ３００   

ラカンマキ 50cm 常緑 葉が細かいマキの木。庭木の他、刈り込みにも耐えるので生垣にも向いている。 ４５０   

レッドロビン 50cm 常緑 生垣に利用される。こまめに刈り込み新芽を吹かせると年中赤い景観を楽しめる。 ２５０   

※樹木の特性を参考にしてお申し込みください。                       合計金額            円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 地デジの準備はお済みですか? ■ 

 テレビのアナログ放送は、いよいよ今年７月２４日に終了し、地上デジタル放送に完全移行します。早めの

準備をお願いします。 ～地デジに関することはデジサポ鳥取へ～ 

【問い合わせ先】デジサポ鳥取（℡０８５７－３３－４８００） 

■ 公営住宅入居者の募集のお知らせ ■                               

団地名 募集戸数 建築年度 構  造 部屋数 家賃月額 

越敷野団地７号 １ Ｈ１１ 木造２階建 ３ＬＤＫ ２０，０００円 

法勝寺団地１０１号 １ Ｈ１３ 木造２階建 ３ＤＫ ２０，８００円～３０，９００円 

法勝寺団地１０４号 １ Ｈ１３ 木造平屋建 ２ＤＫ １８，６００円～３６，５００円 

馬場団地１２号 １ Ｓ４８ 簡易耐火平屋 ２ＤＫ ４，７００円～７，１００円 

【入居者の資格】 

（越敷野団地） 

  ＊ 小学校に通学させる児童、又は次の年度において小学校に就学させる児童が同居人であること。 

    （会見第二小学校区になります。） 

（法勝寺団地・馬場団地） 

  ＊ 現在一緒に住んでいるか、又は住もうとしている親族があること。 

＊ 世帯の収入が公営住宅法に定める収入基準に合うこと｡（月平均所得が 15万 8千円以下） 

＊ 現に住宅に困窮していることが、明らかな人｡ 

（法勝寺団地１０４号のみ） 

  ＊ 車椅子を使用されている方、又は車椅子を使用されている同居人がいること。 

（医師の診断書が必要になります。） 

（共通事項） 

＊市町村税を滞納していないこと。 

＊連帯保証人が必要です。（馬場団地については、町内在住者 2名） 

【申込受付期間・場所】 

平成２３年１月２１日（金）～平成２３年２月４日（金）の間 

南部町法勝寺３７７－１ 法勝寺庁舎 建設課 

【申込に必要な書類】 

住宅申込書、住民票、収入に関する証明書、住宅困窮証明書（越敷野団地には必要ありません。） 

（住宅申込書、住宅困窮証明書は建設課にあります。） 

【入居選考方法】 

書類を審査し、入居決定者に通知します。 

（申込多数の場合は抽選とし、抽選については後日連絡します。） 

【入居可能予定日】 平成２３年２月２５日（金）           

【申 込 先】建設課（法勝寺庁舎）担当：畑岡（℡６６－３１１５、ファックス６６－４４２６） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 介護をされている「家族のつどい」開催のお知らせ ■ 

【日 時】２月１８日（毎月第３金曜日）午前１０時～ 

【場 所】健康管理センターすこやか（申し込み不要） 

【問い合わせ先】健康福祉課(すこやか)  担当:頼田（℡６６－５５２４） 

 

 



 

平成２３年１月２０日発行 

南部町行政だより 第９１号 

企画政策課 電話６６－３１１３ 

http://www.town.nanbu.tottori.jp 

mail to / kikaku@town.nanbu.tottori.jp 

情報なんぶ 
 

■  天萬庁舎の宿直員廃止について ■ 

 役場天萬庁舎は、１月２３日（日）にリニューアルオープンの記念式典を行い、１階図書館と３階公民館及

び多目的ホールの本格運用を開始します。 

 公民館機能を有することになったため、建物自体の平日の開所時間が、午前８時３０分から午後１０時まで

となります。役場業務については、午後５時１５分以降の業務終了後は、これまでと同じく日直員が対応しま

す。 

 今回の改装に合わせて、宿直員の設置について検討した結果、これまで夜間に町民のみなさんが宿直員に問

い合わせることはほとんどなく、電話の対応は法勝寺庁舎で十分対応可能と判断しました。そのため、平成２

３年４月１日（金）から平日の午後１０時から翌朝午前８時３０分までは天萬庁舎を無人化し、警備システム

で管理することと致します。緊急のご用の際は、法勝寺庁舎（℡６６－３１１２）をご利用ください。 

 なお、休日につきましては、日中は日直員で対応し、午後１０時以降は平日と同様に警備システム管理とな

ります。 

 天萬庁舎の無人の時間帯における婚姻、死亡等の戸籍届け出については、お手数ですが、法勝寺庁舎に届け

出ていただきますようお願いします。 

【問い合わせ先】総務課（℡６６－３１１２） 

 

 

 

 

■ 米子警察署からのお知らせ ■ 

   ～安全は みんなで守ろう １１０番～ 

警察では、皆さんからの緊急な事件・事故等に関する１１０番通報を受け、パトカーなどを現場に急行させ、

処理に当たっています。 

１１０番通報は、担当者が 

○何かありましたか（不審な人影なども）  ○場所はどこですか（目標物はありませんか） 

○いつごろですか（何分前でしょうか）   ○犯人は（どちらの方向へ、服装は、人相は） 

○いま、どうなっていますか        ○あなたの名前、住所、電話番号は 

などをお尋ねします。落ち着いて話してください。 

 

 

 速報! 

 

警察官を名乗った 不審電話 が米子市内各所で発生!! 

         

 

 

 

 

                         との電話がありました。 

 

 

電話を受けた方は、すぐに警察に相談され、被害に遭われることとはありませんでした。 

不審な電話があった場合、以下の点に注意しましょう!! 

 

・くれぐれも個人情報を教えないで! 

・ひとりで対処せず、家族・友人・警察にまず相談! 

 

事件、事故、困りごとなどに関する相談は 

総合相談電話  ♯９１１０ 

 米子警察署電話 ３３－０１１０ 

または、交番、駐在所へお願いします。 

 

■ 火の取扱いに十分注意しましょう!  ■ 

石油ストーブなど火を取扱う機会が多い時期です。火の取扱いには十分注意し、ストーブの周りには燃えや

すいものを置かないなど、火災予防に努めましょう。 

 

■ 従業員が１０１人～３００人の事業主の皆様へ ■ 

一般事業主行動計画の届出はお済ですか? 

平成２３年４月１日から「一般事業主行動計画」の策定・届出等が義務となります。 

 早急に策定し、３月末日までに鳥取労働局に届け出ましょう。 

【問い合わせ先】鳥取労働局 雇用均等室（℡０８５７－２９－１７０９） 

 

■  鳥獣被害対策セミナー開催のお知らせ ■ 

 近年イノシシの被害が急激に増加しており、侵入防止柵の設置等の被害対策が進められています。しかしな

がら、被害対策を実施したにもかかわらず効果が十分にあがっていない場合もあります。 

 当研修会では、イノシシ被害対策の基本知識と、技術を普及し、効果的な被害対策の推進を図ります。 

【日 程】平成２３年２月１２日（土）９：３０～１２：００まで 

【場 所】プラザ西伯 大会議室 

【研修内容】①「イノシシの生態と被害対策の基本について」 

［講師］農作物野生鳥獣被害対策アドバイザー 平田滋樹 

［内容］（１）イノシシの生態及び被害対策の基本的な考え方について 

           （２）侵入防止柵設置の基本について 

      ②「捕獲と解体処理方法」 

        ［内容］（１）箱ワナの設置について  （２）解体処理方法について 

③「狩猟免許取得について」 

    ［内容］（１）有害鳥獣駆除に従事するまでの流れについて （２）鳥獣ハンター塾について 

【主催・共催】鳥取県・南部町、伯耆町 

【申 込】参加を希望される方は２月３日（木）までに産業課（64－3783）まで申込み下さい。 

【問い合わせ先】産業課（天萬庁舎） 担当:岡田（℡６４－３７８３） 

 

 

こちらは「米子警察署生活安全課○○です」と名乗って電話をかけ、 

「お宅の住宅周辺でカード偽造犯人グループが見つかった」 

「キャッシュカードは何枚持っていますか」 

「どこの銀行ですか」 

   など言って、個人情報を引き出そうとしたもの。 


