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情報なんぶ 
 

■  臨時的任用職員の募集について ■ 

平成 26年 1月 6日から勤務していただく臨時的任用職員を募集します。 

【任用期間】 平成 26年 1月 6日～平成 26年 3月 31日 

【賃 金】 日額 6,510円      

【勤務時間】 週 38時間 45分（午前 8時 30分～午後 5時 15分） 

【提出していただく書類】 履歴書（市販のＡ4版のもので写真を必ず貼付） 

【提出締切】  平成 25年 12月 6日（金） 

【提 出 先】  〒683-0351 南部町法勝寺 377番地 1 南部町役場 総務課 （郵送の場合は必着） 

【選考方法】  面接による選考 12月中旬に実施予定（※応募者の方に別途お知らせします。） 

【勤務課・業務内容・応募資格】 

勤務課（募集人数） 業務内容 応募資格 

税務課（2名） 確定申告事務補助 ・パソコンを使用して、簡単な文書等の作成ができること 

・普通運転免許 企画政策課（1名） 公募債事務補助等 

※通勤手当は片道 2㎞以上の方には支給します。（ただし、上限 6,500円）  

健康保険、厚生年金、雇用保険に加入します。 

【問い合わせ先】 総務課 担当 石賀 ℡ ６６－３１１２ 

  

■  ■ 

■  がんのリスクを調べてみませんか？ ■     

 がんのリスクを判定するアミノインデックス検査について、受診の申し込みを次のとおり受付けいたします。 

検査を希望されます方は、健康福祉課へ申し込みいただきますようお願いします。 

◇今回の受付◇ 平成 25年 12月～翌年 3月の検査実施分（定員 200人） 

※この度の受付は、12月から翌年 3月に検査を行う申し込みです。 

※受診日の予約をお伺いします。毎週火、水の 8:30からと 9:30からです。 
 

◇申込方法◇ 

☆申し込み期間/ 平日:午前 10時～午後 4時 

☆申し込み先 / 南部町 健康福祉課 

（健康管理センターすこやか） 

電 話/ 66‐5524 

担 当/健康福祉課 藤原、石賀、畑岡 

◇対象者◇ 

平成 25年度中に満 40歳以上の町内在住者 

 

※次の方は、受けることができませんのでご承知お願いします 

・すでに町のアミノインデックス検査を受けたことがある方 

・すでにアミノインデックス検査の予約をされている方 

【受診予定日】各日とも 8:30からと 9:30からの受診があります。  

12月：3、4、10、11、17、18、24、25 

1月：7、8、14、15、21、22、28、29 

2月：4、5、12、18、19、25、26 

3月：4、5、11、12、18、19、25、26 

 

 

■ 3 つの病院で新たに乳がん検診ができるようになりました ■ 

 今年度、乳がん検診を受診できる医療機関を新たに追加し、検診が受けやすくなりましたのでお知らせ

します。「がん」は誰でもなる病気です。検診を受けて早期発見に努めてください。 

 乳がん検診ができる追加の医療機関名は次の表のとおりです。予約の必要な医療機関がありますのでご

注意ください。 

 

１．乳がん検診のできる医療機関 

追加医療機関名 連絡先 助成対象期間 受診方法 

母と子の長田産科婦人科クリ

ニック 
２９－３１３１ 

平成 25年 10月 1日～ 

平成 26年 1 月 31日 

予約が必要です。 

直接受診申込みをお願いします。 

米子医療センター ３３－７１１１ 
平成 25年 10月 1日～ 

平成 26年 1 月 31日 

予約は不要です。 

当日の受付順になります。 

博愛病院 ２９－１１００ 
平成 26年 1 月 6日～ 

平成 26年 1 月 31日 

予約が必要です。 

直接受診申込みをお願いします。 

西伯病院 ６６－２２１１ 
平成 25年 5月 27日～ 

平成 26年 1 月 31日 

予約が必要です。 

直接受診申込みをお願いします。 

 

【内 容】  視触診及びマンモグラフィー 

【個人負担金】  500円 

  ※生活保護世帯または 70歳以上の方は無料 

【持 ち 物】健康手帳、受診券、料金、（※お持ちの方はクーポン券） 

〈注意事項〉 

※１ 検診に係る対象者の年齢については、平成 26年 3月 31日を基準としています。 

・平成 25年度の乳がん検診は生まれ年（和暦）が奇数の方が対象です。 

2年に一回の検査ですが、前年度検査を受けていない方は健康福祉課へお問い合わせください。  

※２ 町の「がん検診」（胃、肺、大腸、前立腺、乳、子宮）助成期間は平成 26年 1月 31日までです。 

お早めに受診ください。 

 

（担当：健康福祉課 石賀・畑岡 TEL ６６－５５２４ FAX ６６－５５２３） 

 

■ がん検診 愛する家族のために受けてください ■ 

今年度のがん検診は1月末日までとなります。受診する際には受診券が必要となります。お持ちの方は早めに 

受診してください。 

また、お持ちでない方で年度内に受診希望の方は健康福祉課（TEL66-5524）までお問い合わせください。 

なお、集団がん検診は今年度、残り 1回（11月 30日（土）8：00-10：00受付 すこやかにて）となって 

おります。 

                                                          

 

 

■                          ■ 

■ 法務局サンデー相談所の開設 ■ 

【日 時】平成 25年 12月 8日（日）午前 10時から午後 3時まで 

【場 所】（米子会場）鳥取地方法務局米子支局  米子市旗ケ崎二丁目 10番 12号 

【相 談 員】公証人及び法務局職員 

【内 容】相続、登記、戸籍、国籍、供託、人権、心配ごとなどについて相談に応じます。 

【そ の 他】相談は無料で、秘密は厳守します。 

【問い合わせ先】地方法務局米子支局  TEL ２２－６１６１ 

 



 ■ 多重債務・ヤミ金融等相談会【12 月開催分】 ■ 

 ・弁護士や司法書士等の法律専門家による、無料の面接相談です。 

  ※相談会前でも、各相談機関で相談に応じています。 

 ・希望者は、臨床心理士による心理カウンセリングも、無料で受けられます。 

  (いずれも事前予約制) 

【日時】平成 25年 12月 12日（木）  <時間：午後 1時半～4時> 

    平成 25年 12月 22日（日）  <時間：午後 1時半～4時> 

【場所】米子コンベンションセンター5階 第 5会議室 （米子市末広町 294) 

 ・事前予約のお申し込みは、下記相談機関にお願い致します。 

【申込み先・問い合わせ先】 

    ・西部消費生活相談室     TEL ３４－２６４８ 

    ・町民生活課(天萬庁舎)    TEL ６４－３７８１ 

  <受付時間>8:30～17:00 <休業日>土、日、祝祭日 

【主催】 多重債務・ヤミ金融問題対策協議会 

 

 

  

 

 

   

 

■  断捨離
だ ん し ゃ り

セミナー *南部町公民館ことぶき大学公開講座* ■ 

整理できない・・・捨てたいけれど捨てられない・・・。 

身の周りをきれいにすると、不思議と心もすっきりしたことがありませんか？今回のことぶき大学では、断捨

離トレーナーの南前ひとみさんをお招きし、自分らしく生きるための断捨離セミナーを開催します。 

公開講座ですので、どなたでもご参加いただけます！事前申し込みは不要で、参加は無料です。お誘いあわせ

てご参加ください。 

【日 時】 平成 25年 12月 11日（水） 13:30～15:00 

【場 所】 南部町公民館さいはく分館（住所：法勝寺 341） 

【内 容】 断捨離セミナー ～今日からあなたも片付け上手～ 

         講師 やましたひでこ公認断捨離トレーナー 南前
みなみまえ

ひとみ さん 

【申込締切】 平成 25年 12月 2日（月）【お電話でお申し込みください。】 

【共 催】 男女共同参画推進会議 

【問い合わせ先】 南部町公民館 担当：谷本 TEL ６４－３７８２ 

 

■ 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 ℡ ６６－４８０２ 

 

 

   

 

■ 年末年始のごみの搬入・し尿汲み取りについてのお知らせです ■ 

年末年始にごみの搬入・し尿の汲み取りをされる場合、施設が下記期間休業となります。 

休業前には混雑することが予想されますので、早めの対応をお願いいたします。 

                  記 

施設・会社名 休業期間 

クリーンセンター【 収 集 】 

        【直接搬入】 

平成 26年 1 月 1日（水）～1月 5日（日） 

平成 25年 12月 29 日（日）～平成 26 年 1月 5日（日） 

リサイクルプラザ【直接搬入】 平成 25年 12月 28 日（土）～平成 26 年 1月 5日（日） 

みつわ衛生社 平成 25年 12月 28 日（土）～平成 26 年 1月 5日（日） 

 

 

■ 防災行政無線を用いた全国一斉の緊急地震速報伝達訓練を行います ■ 

 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訓練放送を行うこととなり、南部町でも防災行政無線を  

用いた訓練放送を行います。 

【放送日時】  平成 25年 11月 29日（金）午前 10時 15分ごろ 

【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） 

 「こちらは、防災南部町です。」 

      ↓ 

 「ただいまから、訓練放送を行います。」 

      ↓ 

 「緊急地震速報。大地震です。大地震です。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 

  

 

■ 町営西伯墓苑使用者を募集します ■ 
  

・町営西伯墓苑 9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/年 

南部町営西伯墓苑 B区画 7か所 5.76㎡ 263,000円 2,140円 

南部町営西伯墓苑 
D区画 

(素地) 
1か所 5.76㎡ 183,000円 2,140円 

南部町営西伯墓苑 F区画 1か所 5.76㎡ 316,000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 25年 11月 20日(水)～12月 10日(火) 

【 申 込 先 】南部町役場 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・本籍記載のもの) 

※申込用紙につきましては町民生活課にあります 

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

※応募多数の場合は抽選となりますのでご了承ください。 

 

■ 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、作業が効率的に行えるようご協力をお願いします。 

 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  

ございますので、ご理解とご協力をお願いします。 

【作業期間】平成 25年 12月 1日から平成 26年 3月 26日まで 

【作業道路】主要町道、通学路、バス路線等（詳細な路線図は南部町のホームページで確認できます。） 

【基準積雪】積雪（新雪）が 15ｃｍに達したとき 

【作業時間】おおむね午前 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：岡田 ℡ ６６－３１１５ 

 


