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■ 除雪作業にご理解とご協力をお願いします ■ 

 冬季期間中、主要町道・通学路・バス路線等を中心に除雪作業を行います。降雪が予想される時は、路

上への駐車禁止や道路沿線の植木鉢等の撤去など、作業に支障のないようご協力下さい。 

 また、除雪作業の際は民家出入り口付近へ残雪がないよう注意を払いますが、作業上やむを得ない場合

がありますので、ご理解とご協力をお願いします。 

【作業期間】平成 24年 12 月 1日から平成 25年 3月 26日まで 

【作業道路】主要町道、通学路、バス路線等（ホームページで確認できます。） 

【基準積雪】積雪（新雪）が 15ｃｍ以上に達したとき 

【作業時間】概ね午前５時から作業を開始します。 

※作業路線は順次除雪をして参りますが、降雪状況により作業完了が遅くなる場合がありますので、ご

了承下さい。 

【問い合わせ先】建設課（法勝寺庁舎）担当：石賀 TEL ６６－３１１５ 

■ 年末年始休業のお知らせ ■ 

クリーンセンター【収集】平成 25年 1月 1日～ 1月 3日【直接搬入】12月 30日～平成 25年 1月 3日      

リサイクルプラザ         12月 29日～平成 25年 1月 3日 

し尿の汲みとり(みつわ衛生社)    12月 29日～平成 25年 1月 3日 

 

 

 

■ 第 5 回南部町交通安全大会のお知らせ ■ 

“交通事故をおこさないこと” “交通事故にあわないこと”は、すべての町民の願いです。本大会が、交

通安全の機運を盛り上げ事故のないまちづくりにつながる“きっかけ”になればと考え企画しました。 

幅広い町民の皆様の参加をお待ちしています。 

【日 時】12月 16日(日)午前 10時～12時 

【場 所】役場天萬庁舎(2 階、3階) 

【内 容】 講演・・・演題「安全なカーライフ～飲酒運転、自転車法改正について～(仮)         

      講師 武田紘幸さん(学校法人 米子自動車学校) 

取組事例紹介・・・西伯小学校 

アトラクション・・・鳥取県警察音楽隊 

【問い合わせ先】企画政策課 担当：亀尾 TEL ６６－３１１３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 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をしたり介護についての 

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】12月 21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）TEL ６６－５５２４ 

 

 

 

■ 家屋の新築・増築・建て替え・取り壊しはご連絡ください ■ 

 固定資産税は、毎年 1月 1日（賦課期日）現在で、土地・家屋・償却資産を所有している方に納めてい

ただく税です。家屋の新増築・建て替え・取り壊しをされた方、または予定のある方は税務課までご連絡

くださるようお願いします。 

※家屋には、住宅、店舗のほか、車庫、物置、倉庫、農機具庫なども該当します。 

【問い合わせ先】税務課 TEL ６６－４８０２ 

 

■ 林業退職金共済制度(林退共)のお知らせ ■ 

林業の仕事をしていたことがありませんか？ 

林退共制度に加入していたが、退職金をまだ受け取っていない方を探しています。 

以前、林業の仕事をしていたが、ご自身が林退共へ加入していたか分からない方についてもお調べいた

します。 

また、罹災された共済契約者及び被共済者の皆様に対し、各種手続(共済手帳の紛失、退職金の請求等)

の必要が生じた場合は、できる限りの範囲において速やかに対応したいと考えておりますので、最寄の支

部又は本部へお問い合わせ、ご相談下さいますようお願いいたします。 

【問い合わせ先】独立行政法人勤労者退職金共済機構 林業退職金共済事業本部 

〒170-8055 東京都豊島区東池袋 1-24-1ニッセイ池袋ビル 

TEL ０３－６７３１－２８８７ Fax ０３－６７３１－２８９０ 

ホームページでもご案内しております。http://www.rintaikyo.taisyokukin.go.jp/ 

 

 

 

■ 公民館韓国語教室(初級)が開設されます ■ 

 12月から南部町公民館に新たに韓国語教室が開設されます！ 

この機会に、公民館教室に参加してみませんか。 

【教室名】韓国語教室 

【活動日】毎月第 1、3水曜日  20：00～21：00 

【会 費】1,500円/月 

【場 所】南部町公民館(天萬庁舎内) 

【申込み締め切り】11月 30 日(金) 

【問い合わせ先】南部町公民館 担当：谷本 TEL ６４－３７８２ 

☆公民館教室は他の教室も含め、締め切り後も随時受付をしています。 

氏 名  住 所 南部町 

性 別  電話番号  

保護者氏名 ○印  

※中学生以下の方は、保護者の了解と押印をお願いします。 

 



 

 

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

【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 24号、32号 ２ Ｓ50～51 簡易耐火平屋建 2DK 6,100円～10,000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｡ 

＊市町村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 11月 16日（金）～平成 24年 11月 30日（金）の間 

  南部町法勝寺 377-1 建設課(法勝寺庁舎) 

【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 12月 21日(金)       

【問い合わせ先】建設課(法勝寺庁舎) 担当：畑岡 TEL ６６－３１１５  FAX ６６－４４２６ 

 

■ ごみの分別方法の一部変更のお知らせ ■ 

一升ビンの茶色の清酒ビンにつきましては、従来は【再利用ビン】収集の日に出していただいて 

いましたが、今後は【ビン、缶類】収集の日に出していただきますようお願いいたします。 

 

                 

 ビン、缶類収集日に 
お出しください。 

 
                

                  

 
一升ビンの茶色の清酒ビン 

  

【問い合わせ先】 町民生活課（天萬庁舎） TEL ６４－３７８１ 

 

 

■ 放送大学 4 月入学生募集のお知らせ ■ 

 放送大学では、平成 25年度第 1学期(4月入学)の学生を募集しています。 

放送大学はテレビやインターネットを通じて授業を行う通信制の大学です。 

【出願期間】平成 25年 2月 28日まで 

※詳しい資料を無料で差し上げています。お気軽に放送大学鳥取学習センターまでご請求くださ

い。 

『大学説明会・入学相談会』 

【日  時】平成 24年 12月 8日(土)、平成 25年 2月 3日(日)各日とも 13：00～16：00 

【場  所】米子市文化ホール 2階 研修室 

【学生募集・大学説明会の問い合わせ先】放送大学鳥取学習センター(鳥取市役所駅南庁舎 5階) 

TEL ０８５７－３７－２３５１ 

■ 法務局サンデー相談所の開設のお知らせ ■ 

【日 時】平成 24年 12月 9日(日)午前 10時から午後 4時まで 

【場 所】(米子会場)鳥取地方法務局米子支局(米子市旗ケ崎 2丁目 10番 12号) 

【相談員】公証人及び法務局職員 

【内 容】遺言、相続、登記、戸籍、国籍、供託、人権、心配ごとなど何でも相談に応じます 

【その他】相談は無料で、秘密は厳守します。 

【問い合わせ先】鳥取地方法務局米子市支総務課 TEL ２２－６１６１ 

■ さくらの樹維持管理作業ボランティアスタッフの募集のお知らせ ■ 

町の花であるさくらの保全活動に協力していただくボランティアスタッフの募集をします！！ 

【日 時】平成 24年 12月 8日（土）午前 9時 30分～正午 

【場 所】法勝寺川土手桜並木 

【定 員】30名（小学 3年生以上の方） 

 ※児童の参加については、保護者の方の同伴をお願いします。 

【内 容】肥料まき、枝切り、つるの除去等誰でもできる作業です。 

【応 募】住所、氏名、年齢、電話番号を 12月 5日（水）までに企画政策課へお知らせください。 

【問い合わせ先】 企画政策課 TEL ６６－３１１３ 

 

■  地籍調査の成果に基づく登記が完了しました ■ 

 

調査区域 ※(  )内は現地調査の年度 

朝金の一部(平成 11年度) 、朝金の一部(平成 18年度)、 

天萬、宮前及び諸木の各一部(平成 18年度)、 

原の一部(平成 19年度) 、寺内及び三崎の各一部(平成 20年度) 

以上の 5区域について、地籍調査の成果に基づいた登記事務が平成 24年 8月 10日に完了し、法務局に 

書き改められた土地登記簿と地籍図が備え付けられましたのでお知らせします。 

【問い合わせ先】建設課 地籍調査室(農業者ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ内事務室) TEL ６４－３７８４ 


