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■ 平成 25年度南部町立保育園 園児募集  ■ 

平成 25年 4月 1日入園の保育園児を募集します。 

【お 申 込 期 間】 平成 24年 10月 1日～10月 31日まで 

【対 象 児 童】 <4月 1日入所> 

平成 25年 4月 1日現在で、満 6か月～小学校就学前の乳幼児で、保護者と共に南部町

内に在住し、家庭での保育が受けられない児童 

<年度途中入所> 

平成 25年度中に、満 6か月以上となる乳幼児で、保護者と共に南部町内に在住または

転入予定で、家庭での保育が受けられない児童 

※年度途中入所の場合、入所決定は入所日の２か月前からとなります。 

※入所決定前に入所児童数が超過となった場合は入所をお断りします。 

※出生予定での申込みはお受けできません。 

※「下の子どもの保育に手がかかるため」「同年代の友だちと遊ばせたい」等の理由で入園することはできま

せん。 

※同居の親族の方が児童の保育に当たることができる場合は対象から除かれます。 

【申込書配布・受付】 

○新しく入園される方 

町民生活課窓口（法勝寺庁舎・天萬庁舎）で、10月 1日から申込書の配布を行います。必要事項を記

入の上、町民生活課窓口へお申込みください。 

○現在通園（在園）中の方 

各保育園で、申込書の配布を行います。必要事項を記入の上、通園中の各保育園へお申込みください。 

【入 園 の 選 考】 入園選考基準により決定します。 

【保 育 料】 保護者の前年度所得税額または町県民税に応じて算定します。 

【保 育 園 一 覧】 

保育園名 
所在地 

電話番号 
開園時間 

土曜日 

午後 

延長 

保育 
受入年齢 定員 

さ く ら保育園 

（公設民営） 

天萬 1444-1 

℡ 64-2065 

平日 7:00～19:00 

土曜 7:00～19:00 

○ 

※0歳児  

○ 

ｸﾗｽは除く 

生後 6 か月

～就学前 
90人 

す み れ保育園 

（公設公営） 

法勝寺 576 

℡ 66-2040 

平日 7:30～18:30 

土曜 7:30～18:30 
○ × 

1歳 

～就学前 
120人 

つ く し保育園 

（公設民営） 

阿賀 869-3 

℡ 66-2143 

平日 7:00～19:00 

土曜 7:00～19:00 

○ 

※0歳児 

○ 

ｸﾗｽは除く 

生後 6 か月

～就学前 
120人 

ひまわり保育園 

（公設公営） 

市山 746-1 

℡ 64-2824 

平日 7:30～18:30 

土曜 7:30～12:30 
× × 

生後 6 か月

～就学前 
60人 

 

※平日の 16時以降（居残り保育）と土曜日の 12時 30分以降（土曜午後保育）、延長保育（7:30以前と 18:30

以後の保育）は、実施園で希望に応じて受付しますが、審査をして受入を決定します。 

※延長保育は、保育料とは別に費用負担が必要です。 

※一つの保育園に入園希望が集中した場合、他の保育園にまわっていただくことがありますので、ご了承く

ださい。 

【問い合わせ先】 町民生活課（法勝寺庁舎） 担当：前田 TEL ６６－３１１６ 

 

 

■ 介護をされている「家族のつどい」開催のお知らせ ■ 

認知症の方の介護をしている家族のつどいを開催します。 

介護についての日頃の思いを話し合い、仲間づくりやリフレッシュをする会です。 

毎月「認知症の人と家族会」より相談員が来られ、認知症について勉強したり介護について相談・アドバ

イスを受けることができます。 

＊参加申し込みは不要ですので、お気軽にご参加ください。 

【日  時】10月 19日（毎月第 3金曜日）午前 10時～12時 

【場  所】健康管理センターすこやか 

【参 加 費】100円（茶菓代） 

【問い合わせ先】健康福祉課（すこやか）担当：加藤 TEL ６６－５５２４ 

■ 秋の全国交通安全運動が始まります！！ ■ 

平成 24年 9月 21日（金）から平成 24年 9月 30日（日）まで、全国一斉に『秋の全国交通安全運動』

が行われます。運転者のみなさんは、子どもや高齢者の安全を守る思いやり運転を心がけていただきます

ようお願いします。 

◆運動の重点 １）子どもと高齢者の交通事故防止   

２）夕暮れ時と夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止 

       ３）全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底 

  ４）飲酒運転の根絶 

【問い合わせ先】企画政策課  担当：亀尾 TEL ６６－３１１３ 

 

 

■ 第 16 回福祉交流カラオケチャリティー大会のお知らせ ■ 

 富有カラオケクラブでは、福祉交流カラオケチャリティー大会を下記のとおり開催します。入場は無料です

ので、多数ご来場ください。 

 なお、当日チャリティー募金をお願いする予定です。集まった募金は南部町社会福祉協議会に寄付しますの

で、ご協力をお願いします。 

【日  時】平成 24年 10月 7日（日）12：00～ 

【場  所】南部町公民館 3階多目的ホール(天萬庁舎内) 

【主  催】富有カラオケクラブ 

【問い合わせ先】南部町公民館 担当：谷本 TEL ６４－３７８２ 

■ 児童扶養手当の支給要件が一部改正されます ■ 

  平成 24 年 8 月から、児童扶養手当の支給要件に、『配偶者からの暴力(ＤＶ)で「裁判所からの保護命令」

が出された場合』が加わりました。 

 児童扶養手当を受給するためには、市町村への申請が必要です。手当は申請翌月分から支給開始になります

ので、早めに問い合わせの上、手続きをしてください。 

【相談申請窓口】南部町福祉事務所 担当：櫃田 TEL ６６－５５２２ 

 



 

 ■ おうちで『節電』がんばろう キャンペーンの抽選会場について ■ 

【事業内容】 7月～9月に各家庭で節電に取り組んでいただき、前年比 10％以上の電気使用量の削減が達成で

きた家庭には秋に開催するイベント会場で抽選に応じた景品を進呈します。 

【実施方法】 ⑴ 各家庭で節電に取り組む。 

       ⑵ 7月分～9月分の中国電力が発行している「電気使用量のお知らせ」を確認して、1ヶ月の電

気   使用量と前年同月の使用量を比較。 

       ⑶ 前年同月と比べて 10％以上の削減が達成されている場合、抽選会場で「電気使用量のお知ら

せ」1 枚(1 ヶ月分)につき 1 回の抽選券と引き換える。※その他、会場での環境配慮活動に

応じて抽選券を配布します。 

       ⑷ 抽選券の枚数分、抽選にチャレンジしていただき結果に応じて景品を進呈。抽選は先着順で、  

景品がなくなり次第終了。 

【抽選会場】 「とっとりまんがドリームワールド」西部会場ブース 

【日  時】平成 24年 10月 20日(土) 

【場  所】どらドラパーク(米子市東山町) 

【問い合わせ先】鳥取県生活環境部環境立県推進課   

担当：環境実践推進担当 TEL ０８５７－２６－７８７４ 

※電気使用量と前年同月の電気使用量の数値を比べて、10％以上削減が達成できていたら対象となりますので

抽選日まで大切に保管しておいてください。 

《例》 

 

■ 平成 24年度南部町戦没者慰霊祭開催についてのお知らせ ■ 

【日  時】平成 24年 9月 28日(金)  午後 2時から 

【場  所】南部町総合福祉センターいこい荘 

 ※慰霊祭に参列される方で、送迎を希望される方は 9 月 25 日(火)までに町民生活課天萬庁舎に申し込みくださ

い。 

【問い合せ先】町民生活課 天萬庁舎  TEL ６４－３７８１ 

 

 

 

■ コールスタッフ人材育成研修・事務スタッフ及びコミュニケーションスキル育成コース② ■ 

「エクセル・タイピング」を習得して、ビジネス社会で活躍できる人材を目指そう‼ 

コールセンター独自の研修「ボイストレーニング」や「ロールプレイング」など、さまざまな学習を体験できます。 

【研修期間】平成 24年 11月 8日(木)～平成 24年 12月 20日(木)土日祝日を除く午前 10時～午後 4時 

【研修会場】(株)マックスサポート(米子市東町 234 米子開発ビル) 

【対 象 者】県内在住の求職活動中の方 

【研修内容】ワード・エクセル、ボイストレーニング、ロールプレイング、ビジネスマナー等 

【定    員】25人 

【申込締切】平成 24年 10月 19日(金)必着 

【選考(面接)日】平成 24年 10月 29日(月) 

【選考(面接)場所】(株)マックスサポート(米子市東町 234 米子開発ビル) 

申込方法など詳細は、お問合せ下さい。 

【問い合せ先】鳥取県雇用創造協議会 西部支部担当：北川 TEL ０８５９－２４－１２３８ 

■ 公営住宅入居者の募集について ■ 

【団地名･戸数･規格･家賃】 

団地名 募集戸数 建築年度 構造 部屋数 家賃月額 

馬場団地 5号・18号・24号 3 Ｓ48～50 簡易耐火平屋建 2DK 4,700円～9,100円 

菅田団地 16号 1 Ｓ53 簡易耐火 2階建 3DK 9,300円～13,800円 

【入居者の資格】 

(共通事項) 

※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。(馬場団地のみ単身にて入居可能です) 

※世帯の収入が公営住宅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。 

※市町村民税を滞納していないこと。 

※連帯保証人が必要です。(町内在住者 2名) 

【申込受付期間・場所】平成 24年 9月 20日(木)～平成 24年 10月 5日(金)の間 

建設課(法勝寺庁舎)南部町法勝寺 377-1 

【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、納税証明書、住宅困窮証明書 

(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が、一定の要件(母子家庭、高齢者等)を満たす 

方については、抽選によらないで優先的に入居を決定する場合があります。) 

【入居可能予定日】平成 24年 10月 19日(金) 

【申込先】建設課法勝寺庁舎 担当：畑岡 TEL ６６－３１１５  

■ 鳥取県弁護士会による無料法律相談 ■ 

10月 1日から同月 7日までの「法の日」週間にちなみ、裁判所、法務省及び弁護士会の共催により、下記の 

行事を開催しますので、お気軽にご利用ください。 

【日 時】10月 10日(水)午前 10時～午後 3時 

【場 所】鳥取地方、家庭裁判所米子支部 

【定 員】30人程度(当日受付順) 

【問い合せ先】鳥取県弁護士会 TEL ０８５７－２２－３９１２ 

 

 


