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■鳥取県西部広域行政管理組合臨時職員採用試験について■ 
【採用職種・予定人員】 技術員１名、事務員1名 

【受付期間】 平成１７年１月２７日～平成１７年２月１０日 ８：３０～１７：００ 

【申し込み先・問い合わせ先】 鳥取県西部広域行政管理組合事務局 総務課（℡２２－７７２２）  

 詳しい受験資格・申し込み方法・試験内容など、直接鳥取県西部広域行政管理組合までお問い合わせください。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

処分される場合は再生資源ごみとしてリサイクルしましょう。
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税金    固 定 資 産 税    第 ４ 期 

       国民健康保険税    第 ９ 期  

水道料    法勝寺地区全域・大国の一部（倭・西・絹
２月の税金・上下水道料金                            

納期限  ２月２８日（月）（口座振替の方は２月２５日（金）までに、通帳残高の確認をお願いします。） 
 

■平成１７年度南部町臨時職員の登録受付について■ 

町では平成 1７年度の臨時職員について、希望者にあらかじめ登録をしていただき、必要に応じて登録者の中

から任用します。登録を希望される方は、次の内容をご覧の上お申し込みください。 

【登録対象職種】 一般事務、保育士、司書、調理員 

【任 用 期 間】 ４月初旬～原則として６ヶ月以内。ただし１２ヶ月までを限度として更新することもありま

す。 

【賃 金・処 遇】 日額６，２００円。健康保険・厚生年金・通勤手当（距離に応じて支給）・休暇ほか詳細は、

期間に応じて決定します。 

【申し込み期間】 平成１７年２月３日（木）～平成１７年２月１７日（木） 

【申し込み方法】 履歴書（市販の用紙に自筆で記入）をご持参のうえ、役場法勝寺庁舎総務課で手続きを行っ

てください。 
■西伯病院「もの忘れ外来」の開始について■ 

 西伯病院では、痴呆の早期発見・進行予防や治療、介護に関するアドバイスなどを行うため、 
新たに「もの忘れ外来」を開始しました。予約が必要ですので、お気軽にご連絡ください。 
【開始年月日】 平成１７年１月２６日 
【診 療時 間】 毎週水曜日の午後１時３０分～ 
【受 付】 予約制 西伯病院（℡６６－２２１１） 
【対 象 者】「最近もの忘れが多いなあと思われる方」また、「家族の様子がおかしいなあと思われる方」など
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■町営住宅入居者を募集します■ 

【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 １ S48 簡易耐火平屋建 ２DK 4,700円～7,900円 

馬場団地 １ S50 簡易耐火平屋建 ２DK 6,100円～10,100円 

落合団地 １ H13 木造平屋建 ３LDK 21,500円～35,600円 

落合団地募集分1戸は、身障者・高齢者向け住宅です。既町営住宅入居者で該当される世帯についても申し

みを受付けます。 

【入居者の資格】＊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｡ 

（目安は前年の月平均所得が20万円以下） 

＊現に住宅に困窮していることが、明らかな人 

＊市町村税等を滞納していないこと。 

【申し込み受付期間・場所】 平成１７年２月１４日（月）～平成１７年２月１８日（金） 建設水道課 

【申し込みに必要な書類】 

  住宅申込書、住民票（世帯全員のもの）、収入に関する証明書、住宅困窮証明書、納税証明書 等 

  （住宅申込書、住宅困窮証明書は建設水道課にあります。） 

【入居選考方法】 書類を審査し、入居決定者には通知します。 

（申し込み多数の場合は抽選とし、抽選については後日連絡します｡） 

【問い合わせ先】 建設水道課（℡６６－３１１５） 

  
 
 
 
 
 

■南部町交通災害共済加入申し込みについて（お願い）■ 

 近年、交通事故は激増の一途をたどり、特にお年寄りや子どもの事故が多く見受けられます。南部町でも事故

が続いており、不慮の事故による経済的負担を軽くするため、交通災害共済制度を実施しています。 

 引き続き加入される人、新たに加入される人の申し込みを受け付けますので、一人でも多くの人が加入されま

すようおすすめします。昨年ご加入いただきました共済期間は本年３月３１日で契約満了となります。 
【申し込み方法】 掛金（一口９００円）を添えて企画政策課（法勝寺庁舎）または町民生活課（天萬庁舎）  

までお申し込みください。 
【申し込み期間】 平成１７年２月３日（木）～平成１７年３月３１日 （木） 
■外国語スピーチ発表会、異文化交流会を開催します。■ 

近年、国際交流は町民の皆さんにも大変身近なものとなり、外国の文化や習慣を理解することが大切になって

きています。相手の国の言葉を学び、会話ができるようになれば一層交流が深まってきます。 

そのため、町国際交流協会では、今年も外国語スピーチ発表会及び異文化交流会を次の要項で開催いたします。

多数のご参加をお願いいたします。 

【日時・場所】 平成１７年２月２０日（日） さいはく公民館 

■外国語スピーチ発表会 １３：３０～１５：３０  ■異文化交流会 １５：３０～１７：００ 

【参加費：異文化交流会】 大人・・・１，０００円、 学生・・・５００円 

             ※スピーチ発表会出演者、町内在住外国人の方は無料とします。 

【申し込み先】 役場法勝寺庁舎 企画政策課 担当：湯浅（℡６６－３１１３） 

【申し込み締め切り】 平成１７年２月１０日（木） 

【スピーチの内容】 英語、中国語、韓国語、その他で時間は３分以内、内容は自由です。 

＊申し込みのときに、スピーチ内容を日本語の原稿で提出をお願いします。 

【対象者】 町内在住者及び勤務者 【助言者】 英語・中国語・韓国語から５名の先生を予定しています。 



■人権啓発のつどい（第１回南部町人権問題研究会）■ 

 住みよい南部町をつくるため、「人権が大黒柱のまちづくり」について、みんなで学びあいましょう。 

【日時・場所】 平成１７年２月２６日（土）８：４５開会 プラザ西伯 

【日 程】   ９：００ 映画上映（作品「こんばんは」） 

      ■内容■  映画『学校』のモデルの一人でもある見城慶和先生らが教壇に立っている東京都の文花

中学校の夜間学級のドキュメンタリー。様々な理由で『普通に学ぶ機会』を得られなかった

人々が年齢・国籍に関係なく学んでいます。異年齢間の交流、教師と生徒の温かい人間関係、

そして受験競争のための勉学ではなく、生きるために学ぶ真摯な姿。不思議なやさしさと温

かさに包まれています。 

      講演１０：００～ 講師：見城慶和さん（元夜間中学校教師） 

           分科会・人権劇１３：００～１４：３０ 閉会 

【問い合わせ先・連絡先】 人権施策課 担当：田村（℡６４－３７８２） 

※昼食の必要な方は、弁当の注文を受け付けますので２月２３日（水）までにお知らせください。（８００円程度）
■生涯学習カレッジ教養講座のお知らせ■ 

さいはく公民館では生活情報をわかりやすく紹介するため、教養講座を開設しています。 

今回は環境講座と題して、ドイツ人からみて環境にやさしい日常生活の行動についてのお話です。 

聴講は無料ですので多数お出かけください。 

【日時・場所】 平成１７年２月１７日（木）午後２時～４時 さいはく公民館 

【講座内容】 １．講演 「ドイツにおける日ごろの環境行動」 

講師  パトリック・ルムラー氏（鳥取市国際交流員：ドイツ） 

２．町内での取り組み報告（ひまわり保育園の取り組み他） 
■子育てサークル情報■ 

かきっこ CLUB  

２月の予定 

１４日（月）豆まき・サークル交流会 

２５日（金）誕生会      

場所：両日とも総合福祉センターいこい荘 

問い合わせ先：健康管理センターすこやか（℡66-5524）

 にじいろポケット 

２月の予定 

１４日（月）豆まき・サークル交流会 

場所：総合福祉センターいこい荘 

  時間：９：３０～ 

問い合わせ先：子育て支援課（℡66-3116） 

 

 

★２月の「のびのび広場」★  【場所】 自立訓練センター（総合福祉センターしあわせの裏） 
利用が可能な日 ＜９：３０～１１：３０＞ 
１日（火）、３日（木）、４日（金）、８日（火）、１６日（水）～１８日（金）、２２日（火）～２４日（木） 

町章が入った印鑑登録証が出来ました。（左図は縮小しています。） 
書の交付申請に来られた方から随時交換します。 
には必ず登録証をお持ちください。 

わせ先】 法勝寺庁舎 町民生活課（℡６６－３１１４） 
     天 萬庁 舎 町民生活課（℡６４－３７８１） 
■新しい印鑑登録証が出来ました■ 

 
 
 
 
 
 

南部町の

印鑑証明

申請の際

 

【問い合

    



 

 
 
 

■児童手当の支払について■  

2月は児童手当の支払い月です。 

【支払い予定日】 平成１７年２月１７日（木）  

【問い合わせ先】 子育て支援課 担当：伊藤（℡６６－３１１６） 

■南部町情報化検討委員会（仮称）委員募集のお知らせ■ 

 高度情報化社会が実現しようとしている現在、南部町における情報基盤整備及びＣＡＴＶ（ケーブルテレビ）

施設整備について、町民の皆様が望み、かつ必要な整備を推進することを目的に「南部町情報化検討委員会（仮

称）」の委員を募集します。 

現在、南部町ではＣＡＴＶ網の整備を検討していますので、当面はＣＡＴＶ施設整備について検討する場とし

て活動をします。 

【募集要項】 

 南部町在住の方で年齢、性別、職業、経験などは問いません。南部町の情報化について、建設的な意見やアイ

デアをご提供いただける方を募集します。 

【会  議】 

 参画委員相互の話し合いにより、開催日時等を検討します。 

【協議内容】 

 ＊南部町チャンネル（仮称）の活用方法（放送内容）について 

 ＊双方向機能を活用したサービス内容について等 

【募集人員】 

 １０名程度の委員を募集します。 

【報  酬】 

 無報酬とします。 

【申し込み】 

 希望される方は、２月１４日（月）までに住所、氏名、連絡先をご連絡ください。 

 申し込み先／企画政策課 担当：杉谷（℡６６－３１１３ E-mail／kikaku@town.nanbu.tottori.jp） 

◇不用犬の引取は第３水曜日（町民生活課 ℡66-3114 へ） ◇毎月第 3 日曜日は家庭の日です。 
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