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■ 非常勤職員（保育園保育士）を募集します ■ 

町内のすみれ保育園、ひまわり保育園で勤務していただく保育士を募集します。希望される方は以下の方法で 

ご応募をお願いします。 

【雇用期間】平成 26年 4月 1日から平成 27年 3月 31日まで 

【報 酬】月額 149,800円 

通勤距離 2㎞以上の場合は距離に応じて通勤手当が支給されます（但し、上限あり） 

【勤務時間】午前 7時 30分から午後 6時 30分までの間の 7時間 45分 

（週 38時間以内） 

【社会保険】雇用保険、健康保険、厚生年金適用 

【休 日】週休 2日（土曜勤務日あり） 

【応募資格】保育士資格をお持ちの方または平成 26年 4月 1日までに資格取得見込みの方 

【応募方法】市販の履歴書に必要事項を記入の上、保育士証のコピー（写し）を添えて町民生活課子育て支援室へ 

ご応募ください。資格取得見込みの方は、その旨履歴書に明記をお願いします 

【応募締切】平成 26年 1月 22日(水)                    

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

                               

 

       

■  平成２６年度鳥取県立産業人材育成センター米子校生徒募集 ■ 

〈あなたの就職・再スタートを応援します！〉 

高卒見込者、41歳以下の求職者を対象に、来年度入校生を募集します。 

科名 期間 募集 

定員 

取得資格 

自動車整備科 2年 20名 2級自動車整備士等 

設計・インテリア科 1年 17名 ｲﾝﾃﾘｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ－等 

デザイン科 1年 10名 Webデザイナー等 

※自動車整備科は高卒以上 

【授業料】 年間 111,600円（減免制度あり） 

【募集期間】 1月 6日（月）～2月 3日（月） 

【試験日】 2月 14日（金） 

◆施設・授業見学を随時お受けしています◆出願手続きについてはお気軽にお問合せ下さい。 

産業人材育成センター米子校（旧米子高等技術専門校） TEL ０８５９－２４－０３７１ 

※就職のために技能習得、資格取得をめざす方のための県立職業能力開発校です。 

 

 

■ 多重債務・ヤミ金融等相談会【1 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 26年 1月 23日(木)   <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 
 

■ 公共下水道管（汚水管）への雨水誤接続について ■ 

～雤水は公共下水道管（汚水管）へ絶対に流さないで下さい!!～ 

南部町の下水道は、汚水と雤水を別けて処理する分流式となっています。公共下水道汚水管へ流せるものは、

トイレや台所等の汚水のみで、雤とい等からの雤水については流すことができません。 

公共下水道汚水管へ雤水を流すと、次のような問題が発生する心配があります。 

 雤天時に道路上のマンホールや宅地内のますから汚水があふれたり、ご家庭からの汚水が流れなく

なることがあります。 

 汚水をきれいな水へ処理する下水処理場で処理しきれなくなり、河川の水質悪化につながることが

あります。 

 下水処理場で処理に要する費用は、皆様の下水道使用料が使われているため、処理する必要のない

雤水が多くなると、下水道使用料の負担増につながることがあります。 

※現在、誤って雤水を流されている方につきましては、雤水を流さないよう改善をお願いします。なお、  

改善方法が分からない方は、上下水道課までお問い合わせください。 

【問い合わせ先】上下水道課 TEL ６６－４８０７ 

 

 

 

 

■ 平成２５年度第２回鳥取県西部町村職員採用資格試験について（お知らせ）■ 

【職   種】土木技師 

【受験資格】鳥取県内の市町村在住者または出身者で昭和53年4月2日以降に生まれた方 

2級土木施工管理技術検定試験における「学科試験のみ」の受験資格をあたえられた方、   

または測量士補・測量士・技術士建設部門・土木施工管理技士のうちいずれかの資格を     

有するか、平成26年3月31日までに取得見込の方 

【採用予定者数】若干名 

【試 験 日】平成26年1月19日（日）※時刻及び試験会場は受験票交付の際にお知らせします。 

【受験手続き】平成25年12月11日（水）から申込用紙をお渡しします。 

【配布場所】南部町役場法勝寺庁舎総務課または天萬庁舎町民生活課 

鳥取県西部町村会事務局 

【申込締切】平成26年1月8日（水）午後5時まで 

【提出場所】鳥取県西部町村会事務局（米子市糀町1丁目160 西部総合事務所新館2階） 

      ※役場では受付できませんので、ご注意ください。 

【問い合わせ先】総務課（TEL ６６－３１１２） 



 ■ 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 

戸構団地 5号 1 S54 木造 2階建 3DK 9,100円～13,600円 

戸構団地 10号 １ S54 木造 2階建 3DK 9,100円～13,600円 

馬場団地 5号 １ S48 簡易耐火平屋建 2DK 4,700～7,100円 

 

【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。 

（馬場団地のみ単身入居が可能です。） 

＊ 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 25年 12月 13日（金）～平成 25年 12月 26日（木）の間 

  南部町法勝寺 377－1 法勝寺庁舎建設課 

【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】        【申込先】建設課（法勝寺庁舎） 担当：畑岡 

平成 26年 1月 31日          TEL ６６－３１１５ 

                    FAX ６６－４４２６ 

 

 ■ 

 

 

  

 

 

   

 

■ 詩吟へのお誘いの会 ■ 

南部町公民館詩吟クラブでは、詩吟へのお誘いの会を行います。詩吟に触れてみませんか？老若男女を問い

ませんので、お誘いあわせご参加ください。参加費は不要ですが、参加申し込みをお願いいたします。 

【日 時】平成 26年 1月 18日（土） 13:30～17:00 

【場 所】南部町公民館富有まんてんホール 

【申 込 先】南部町公民館（TEL６４－３７８２） 

【申込締切】平成 26年 1月 7日（火） 

【主 催】南部町公民館詩吟クラブ（鳥取岳風会南部教場） 

【協 賛】南部町公民館 

 

 

 

 

■ リサイクルプラザへの不燃・不燃粗大ごみの搬入停止について ■ 

リサイクルプラザが、施設改修のため平成 26 年 1 月 14 日から平成 26 年 3 月 14 日の期間、不燃ごみ・   

不燃粗大ごみを直接搬入ができなくなります。 

指定置き場に出される場合は、健康カレンダーに記載のあるとおり平成 26年 2月までは収集を行います。

ただし、平成 26年 3月の 1ヶ月間は収集いたしません。 

ビン缶類、再利用ビン、ペットボトルにつきましては、上記期間でもリサイクルプラザに直接搬入及び  

指定置き場での収集を行います。※古紙類は、直接搬入できません。 

【問い合わせ先】町民生活課（天萬庁舎） TEL ６４－３７８１ 

 

■ 消防水利の除雪にご協力下さい。 ■ 

 消火栓や防火水槽などの消防水利は、火災が発生した時に使用する大切な施設です。 

 米子消防署と南部町消防団では、積雪時に消火栓等がいつでも使用できるように出来る限り除雪を行

っていますが、大雪の場合には対応の遅れにより、消防車が近づくことや見つけ出すことが困難となり、

消火活動に大きな支障をきたします。 

 より迅速で確実な消火活動ができるよう、積雪時には地域のみなさんの除雪の協力をお願いします。 

【問い合わせ先】米子消防署    TEL ３９－０２５１ 

                     総務課      TEL ６６－３１１２ 

 

 

 

   

 

■ 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。都合のつく時間にお気軽にご参加ください。   

 

【日 時】12月 20日（毎月第 3金曜日）午前 10時～12時  

      1月 17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】南部地域包括支援センター（健康福祉課） TEL ６６－５５２４ 

 

 

■ 第３回 新春書き初め大会にご参加ください！ ■ 

 もうすぐ新たな年を迎えます。昔から日本に伝わる伝統行事である「書き初め」をしてみませんか？ 

お題は自由です。また、第二部として、『リレー書道』（5 人一組で大きな模造紙に筆で一筆ずつ交代で書くも

の）も行います。多数ご参加ください。 

【期 日】平成 26年 1月 19日（日） 

【場 所】南部町農業者トレーニングセンター 

【内 容】9:00～ 第一部 書き初めの部 ／ 10:00～ 第二部 リレー書道の部 

【持 ち 物】第一部は習字セット【筆、墨、硯、毛氈、文鎮、筆記用具など】 

         ※お持ちでない方は、申し込みの際お知らせください。 

【対  象】小学生以上の方 

【締  切】平成 26年 1月 8日（水） 

【申 込 先】第一部…南部町公民館（天萬庁舎内）、さいはく分館 

        第二部…各地域振興協議会 

（協議会に未加入の集落の方は、南部町公民館にお申し込みください。） 

【問い合わせ先】南部町公民館（TEL ６４－３７８２） 

＜書き初め大会参加申込書＞ 

お名前  学生の方     学校     年生 

ご住所  ご連絡先  

保護者名 

（未成年の方） 

 
参加 第一部 ・ 第二部 

 


