
 

 

 

 

 

■ 防災行政無線を用いた全国一斉の緊急情報伝達試験を行います ■ 

全国瞬時警報システム(Ｊ
ジェイ

－ＡＬＥＲＴ
ア ラ ー ト

)は、国から送られてくる地震津波情報や武力攻撃など国民保護に関す

る緊急情報を衛星回線で受信し、防災行政無線から自動音声で放送するシステムです。 
この度、全国一斉にこの自動放送システムを用いた試験放送を行うこととなり、南部町でも防災行政無線を用い

た試験放送を行います。 

【放送日時】平成 24年 11月 21日(水)午前 10時ごろと 10時 30分ごろの 2回 

【放送区域】南部町全域(町内すべての戸別受信機から放送されます) 

【放送内容(予定)】「これは、試験放送です。」(3回繰り返し) 

                ↓ 
         「こちらは、防災南部町です。」 

                ↓ 
         防災行政無線チャイム 

■ 味噌加工利用申し込み・製造斡旋について ■ 

 自家用味噌の加工を 12月から始めますので、希望される方は、下記の申込書でお申し込み下さい。 

 また、味噌の委託製造を希望される方も同じ申込書に記入をして下さい。 

【期 間】 12月～4月 

【場 所】 めぐみの里（阿賀）、大豆加工所（法勝寺）、えぷろん（市山）の各加工施設 

【料 金】 利用料金・・味噌１㎏当り（出来上がり） 75円 

材料斡旋をします・・大豆・塩・麹菌・ナイロン袋（実費） 

【申 し 込 み 先】めぐみの里・大豆加工所の利用申込書 天萬庁舎（産業課） 法勝寺庁舎（建設課） 

        えぷろんの利用申込書  あいみ富有の里地域振興協議会（いこい荘内） 

【申し込み期限】 平成 24年 11月 16日（金） 

【そ の 他】 使用月日については、後日通知いたします。 

※必ず申込書を提出下さい。電話での申し込みは受付けません。 

【問い合わせ先】  産業課（天萬庁舎）  担当：瀬尾（TEL ６４－３７８３）  

                                                 

加工施設利用申込 書（自家用・委託製造希望） 

※希望する月・場所に○をして下さい（大豆の斡旋希望者は、必ず数量を記入して下さい） 

住 所 南部町           

氏 名  電 話 ― 

米 
          

㎏ 
大 豆 

持  参       ㎏ 

斡旋希望       ㎏ 

希 望 月 12月   1月   2月   3月   4月  （いつでもよい） 

自家用（希望施設名） 
 

法勝寺大豆加工所 
 

めぐみの里 
 

えぷろん 

委託製造（希望グループ名）  めぐみの里（みそっ娘グループ）  えぷろん（加工グループえぷろん） 
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■ 平成 25年度南部町まちづくり推進助成事業  ■ 

集落内における生活環境の改善や、集落公民館の修繕・改築などに対して助成を行っています。 

平成 25 年度中に予定されている事業がありましたら、下記までお問い合わせください。 

【対 象 者】集落の発展を目的とした集落づくり計画を策定し、実施する集落など 

        ※既に交付を受けた者は除きます。 

【助 成 金】事業費の 1/2（上限 50万円まで） 

【準 備 書 類】実施を予定される事業の見積書など、金額がわかる資料 

【申し込み期限】平成 24年 11月 15日（木） 

【問い合わせ先】企画政策課（法勝寺庁舎） 担当：野村 TEL ６６－３１１３ 

■ 町営西伯墓苑使用者を募集します ■ 

 ・町営西伯墓苑 7区画の使用者を募集します。詳しくは下記までご連絡ください。 

 ・未使用及び更地です。 

【名称・区分・区画数・面積・使用料・管理料等】 

名 称 区 分 区画数 面 積 使用料 管理料/年 

南部町営西伯墓苑 A区画 1か所 8.40㎡ 373,000円 2,590円 

南部町営西伯墓苑 B区画 5か所 5.76㎡ 263,000円 2,140円 

南部町営西伯墓苑 D区画 1か所 5.76㎡ 183,000円 2,140円 

【所 在 地】 南部町福成(駐車場・休憩所有り) 

【使用者の資格】南部町に住所を有する世帯主 

【申込受付期間】平成 24年 10月 19日(金)～11月 2日(金) 

【申 込 先】町民生活課(天萬庁舎又は法勝寺庁舎) 

【必要書類等】印鑑、申込書、住民票抄本(世帯主、本籍地記載のもの) 

※申込用紙につきましては町民生活課(法勝寺庁舎・天萬庁舎)にあります 

【問い合わせ先】町民生活課 環境衛生室(天萬庁舎)  TEL ６４－３７８１ 

※応募多数の場合には、抽選となりますのでご了承ください。 

■ 第 24 回全国柿の種吹きとばし大会参加者大募集 ■ 

【日時】平成 24年 11月 23日(金・祝)受付 午前 10時 30分～ 

【会場】南部町農業者トレーニングセンター 

【申込】南部町ホームページで募集要項を確認のうえ氏名、年齢、住所、電話番号、参加部門を電話、 

FAX、郵送、メール等でご連絡ください。締切：平成 24年 11月 2日(金) 

【問い合わせ先】富有の里まつり実行委員会(企画政策課/南部町法勝寺 377-1) 

        TEL ６６－３１１３ FAX ６６－４４２６ 

メール kikaku@town.nanbu.tottori.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティアスタッフも募集しています‼ 

柿の皮むき・計測・記録係として協力いただける方を募集しています。 

詳しくは、実行委員会(企画政策課)までお問合せください。 

情報なんぶ 

mailto:kikaku@town.nanbu.tottori.jp


■【個人管理で行なわれている浄化槽の適正な管理をお願いします】■ 

  浄化槽の管理が不十分な場合、汚れたまま汚水等が川などへ流れ出てしまい、悪臭や河川などの水質悪化 

 の原因になります。 

 個人で管理されているお方は浄化槽法に基づき適正な管理をお願いします。 

定期的に必要な管理作業等 

① 保守点検（年３～４回以上、県知事登録の保守点検業者に依頼） 

② 清掃（年１回以上、市町村長許可の清掃業者に依頼） 

③ 定期検査（年１回、指定検査機関・（財）鳥取県保健事業団に依頼） 

【県西部地区】TEL ３９－３２８８ 

※個人管理の合併浄化槽については地域により管理を役場に委託することができます。詳細についてのお問 

 い合わせは上下水道課までご連絡下さい。 

【下水道の排水口・汚水桝に異物を流さないようお願いします】 

  最近、下水道の管路やマンホール内に異物が流れ込み、ﾎﾟﾝﾌﾟが故障するなどの事故がおこっています。   

下水道は汚水（台所の水、風呂の水、トイレの汚水等）を処理するための施設ですが、ゴミや野菜くず、油、    

衣服などが流れ込むと故障の原因になります。 

台所の排水口や水洗トイレなどに、ゴミや野菜くず、油などを流さないようにお願いします。また、自宅の敷 

地内などの汚水桝に、ゴミなども流さないようお願いします。下水道の適正な管理を行うためにもご協力をお 

願いいたします。 

【公共下水道・農業集落排水・合併処理浄化槽の供用開始のお願い】 

  南部町では、公共下水道・農業集落排水・合併処理浄化槽施設の整備を行い、汚水の処理を進め、環境にや 

さしい町づくりを推進してまいりました。現在の接続率は、公共下水道地域で８８％、農業集落排水地域で８６％、

合併処理浄化槽地域で５６％程度となっています。みなさんのご協力により接続率の向上をめざしているとこ 

ろです。 

  まだ接続をされていない方は、是非とも接続をされ、供用を開始されますようお願いいたします。 

 また、合併処理浄化槽地域の補助対象期間が、平成 26年度となっていますので、ご相談いただき、供用を開 

始いただきたくご案内いたします。 

【問い合わせ先】上下水道課（法勝寺庁舎）担当：吉村 TEL ６６－４８０７ 

 

 

■ 中海・宍道湖・大山圏域ものづくり連携シンポジウム ■ 
「中海・宍道湖・大山圏域ものづくり連携シンポジウム～連携で切り拓け！地球産業の未来～」を開催します。 
【内 容】長引く国内景気の低迷、欧州の経済金融不安、円高・原油高騰を背景として、国内のものづくり 

     産業は厳しい状況にあり、生産拠点の海外移転によるものづくり産業の空洞化も懸念されています。 

     このシンポジウムでは、地域経済圏域内の連携強化や交流の促進がもたらす地域産業発展の可能性 

や効果などについて、基調講演で提言し、パネルディスカッションで討論していきます。 

圏域内企業の皆様のご参加をお待ちしています。 

【日 時】平成 24年 11月 20日(火)午後 2時～5時 

【場 所】米子コンベンションセンター国際会議場(米子市末広町 294) 

【参加料】無料(ただし、事前の申し込みが必要です。) 

【申込方法】所定の申込用紙に必要事項を記入の上、FAX、あるいは郵送で、11 月 13 日(火)までにお申し込み

ください。(ただし、定員 500人になり次第受付終了とさせていただきます。) 

【申込・問い合わせ先】中海・宍道湖・大山圏域ものづくり連携事業実行委員会事務局 

(米子市経済部商工課内)〒683-8686米子市東町 161-2 第 2庁舎 

TEL ２３－５２１９  FAX ２２－６１０６ 

申込用紙はホームページ http://shoudan.info/sympoからダウンロードできます。 

 

■ 『私のはじまりの一冊』を募集します ■ 
南部町立図書館では、『私のはじまりの一冊』をテーマとした一言コメントを募集します。 

はじめて手にした本や思い出の本、何かを始めるきっかけとなった本を教えて下さい。 

紹介していただいた本とコメントは、11月 16日から開催予定の生涯学習作品展で展示をします。 

【対象者】南部町在住の方 

     南部町立図書館を利用されている方 

【内容】“私のはじまりの一冊”をテーマにしたひとことコメントをつけた本の紹介をしてください。 

(※コメント記入用紙は町立図書館にあります。) 

【応募締切】平成 24年 11月 10日(土)まで 

【提出先】南部町立法勝寺図書館または天萬図書館 

【その他】平成 24年 11月 16日(金)～18日(日)開催の生涯学習作品展で展示します。作品展終了後は、引き続

き天萬図書館で展示します。 

【主催/共催】南部町立図書館・南部町公民館/南部町読書まつり実行委員会 

【問い合わせ先】法勝寺図書館 TEL ６６－４４６３  天萬図書館 TEL ６４－３７９１ 

 

■ 朝活！リズム体操教室のご案内 ■ 
南部町公民館では生涯学習作品展期間中の 11 月 17 日(土)に「朝活！リズム体操教室」を開催します。誰に

でもできる簡単な運動ですのでお気軽にご参加ください。親子でのご参加大歓迎‼ 

【対象者】小学生以上の方 

【日 時】平成 24年 11月 17日(土)9：15～10：15 

【場 所】南部町公民館 3階多目的ホール(天萬庁舎内) 

【内 容】リズムに合わせて体を動かします【指導者：定光真理子先生】 

【申込締切】平成 24年 11月 2日(金) 

【申込先】南部町公民館(TEL ６４－３７８２ ﾌｧｸｼﾐﾘ ６４－２１８３) TEL、ﾌｧｸｼﾐﾘでも受付を行います。 

当日参加することもできますが人数把握の ため、お申し込みにご協力いただきますようお願いします。 

                                                  

朝活！リズム体操申込書 

住 所  氏 名 
 

連 絡 先  
保護者氏名 

(高校生未満の方) 

 

 

■ 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「認知症の人と家族の会」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。 

＊参加申込みは不要ですので、お気軽にご参加下さい。 

【日 時】11月 16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 

 

 

 

 

参加費無料 

http://shoudan.info/sympo

