
　平成 30 年度の役場宿直員を募
集します。
募集人数　1人
委託期間　平成 30 年 5月 1日～
平成 31年 3月 31日
業務内容　▼庁舎および山村開発
センターの戸締り、火器点検などの
管理業務▼文書などの収受、保管
および電話対応▼非常事態発生時
の応急措置および関係者への連絡
勤務条件　▼就労時間：午後 5時
～翌日午前 8時 30 分▼委託料：
1回につき 5,200 円
申込期限　4月 13 日（金）午後
5時まで（期日厳守、郵送可）
申込方法　申込期限内に申込書を
役場総務課へ提出してください。
なお、申込書は役場総務課にあり
ます。
委託決定　面接にて決定
▼日時：4月 16日（月）▼受付：
午前 10 時 30 分（役場総務課）
▼面接：午前 11時～
合否通知　4月 18 日（水）まで
に直接本人に連絡し、委託契約を
行います。
問合せ先　役場総務課（電話 72-
0331）

　平成 30年度土地価格等・家屋
価格等縦覧帳簿の縦覧を行います。
土地価格等縦覧帳簿または家屋価
格等縦覧帳簿により、土地や家屋
の価格などを見ることができます。

【土地価格等・家屋価格等縦覧帳
簿の縦覧】
　自分の資産について適正かどう
かほかの物件と比較して見ること
ができます。
期間　4月 1日～ 5月 31日（木）
※平日のみ
時間　午前 8時 30 分～午後 5時
15分
場所　役場住民課
対象者　固定資産税の納税義務者
【固定資産課税台帳の閲覧】
　自分の資産について記載された
部分を見ることができます。
期間　通年※平日のみ
時間　午前 8時 30 分～午後 5時
15分
場所　役場住民課
対象者　固定資産税の納税義務者
（本人の台帳）、借地人・借家人（借
りている物件の台帳）
問合せ先　役場住民課（電話 72-
0333）

　平成 30 年度は、土地・家屋の
資産価格の変動に対しての評価額
を見直す、3年に一度の評価替え
の年です。
　町では、宅地の基準値単価を見
直しました。基準となる標準地の
所在地、単価などを公開しますの
で、希望する人は役場住民課で閲
覧ください。
期間　通年※平日のみ
時間　午前 8時 30 分～午後 5時
15分
場所　役場住民課
問合せ先　役場住民課（電話 72-

0333）

　町では、心身に一定の障がいな
どがある人が所有する軽自動車
で、本人または生計を同じくする
人が使用する場合は、申請により
軽自動車税が減免されます。
　また、法人などが所有する軽自
動車で、公益のために直接使用す
るものについても、軽自動車税を
減免する制度があります。
　減免の該当には条件がありま
す。手続きなど詳しくは、役場住
民課にお問い合わせください。
申請期間　5月 1日（火）まで
問合せ先　役場住民課（電話 72-
0333）

　4月 6日（金）から 15日（日）
まで、春の全国交通安全運動が行
われます。
全国交通安全運動スローガン
「守ろう！交通ルール。広げよう
思いやりの輪」
運動の重点
①子どもと高齢者の安全な通行の
確保と高齢運転者の交通事故防止
②自転車の安全利用の推進③すべ
ての座席のシートベルトとチャイ
ルドシートの正しい着用の徹底
④飲酒運転の根絶
4 月 10 日（火）は
「交通事故ゼロを目指す日」です。
　上記の4点を再確認し、正しい交
通ルールで、ゼロを目指しましょう。
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平成 30年度標準地（土地）
の価格などを公開します

役場宿直員を募集します
【総務課からのお知らせ】

【企画政策課からのお知らせ】

「春の全国交通安全運動」
4月 6日（金）～ 15日（日）

滝山公園つつじまつり
4月14日（土）～4月29日（日）
　公園内に多くのミツバツツジと八重桜などが咲

き乱れ、山肌をピンク色に染め上げます。ぜひ、お

誘い合わせてお出かけください。

【問合せ先】町観光協会事務局（役場企画政策課内）
　　　　　  電話７２－０３３２

【住民課からのお知らせ】

土地価格等・家屋価格等の
縦覧帳簿の縦覧を行います

軽自動車税の減免申請は
5月1日（火）までに手続きを



　2018 年度日野町人権・同和教
育推進協議会総会および第 1 回
町民人権講座を次のとおり開きま
す。ぜひ、お越しください。
【総会】
日時　4 月 26 日（木）午後 1 時
30 分～
場所　山村開発センター
内容　① 2017 年度事業報告、決
算承認について② 2018 年度事業
計画、予算承認について
出席対象者　自治会長をはじめ、
会員の皆さんはご出席ください。
【第 1回町民人権講座】
日時および場所　総会終了後、引
き続き開きます。午後 2 時 30 分
ごろの開会を予定しています。
演題　「超高齢社会の人権尊重」
講師　中江美紀さん（公益社団法人
鳥取県人権文化センター 専任研究員）
内容　今回は、「高齢者の人権尊
重」にスポットを当てます。町で
も高齢化率が 50％に近づくなど、
急速に超高齢化社会を迎えようと
しています。医療や介護負担、地
域での見守りなど、高齢者を取り
巻く課題や取り組みについて、私
たち一人一人が共通意識を持ち、
向き合っていかなければなりませ
ん。これからの日野町を一緒に考
えてみませんか。
参加　無料
問合せ先　町教育委員会（電話 72-
2107）

　初夏の鵜の池湖畔を会場に、第
41 回中国山地日野鵜の池マラソ
ン大会が開かれます。ふるってご
参加ください。
日時　6月10日（日）午前8時30
分受付開始、午前10時スタート
場所　鵜の池湖畔
コース　鵜の池湖畔周回コース
（2.3㌔、4.6㌔、6.9㌔）
参加料（参加賞あり）　▼一般＝
2,000 円▼高校生＝ 1,000 円▼中

学生以下＝ 500 円▼ファンラン
クラス＝一般 1,000 円、中学生以
下 500 円
申込み　郵便振替または直接、実
行委員会に申し込んでください。
※ファンランクラスは当日受付可
能です。参加料は無料ですが、参
加賞はありません。
申込期限　5月 11 日（金）※当
日消印有効
申込みおよび問合せ先　鵜の池マ
ラソン大会実行委員会事務局（町
教育委員会内、電話 72-2107）

　日野川をラフトと呼ばれるゴム
ボートで豪快に下る「日野川ラフ
ティング」を楽しみませんか。
開催日　4月 7日（土）から 5月
27日（日）までの土日祝日
集合場所　リバーサイドひの駐車場
集合時間　▼午前（半日）の部：
午前 9時（午前 8時 30 分受付開
始）▼午後（半日）の部：午後 1
時（午後 0時 30分受付開始）
料金　大人：3,000 円、中学生以
下：2,500 円、親子：5,000 円※
保険代、入浴代含む
定員　午前・午後とも 20人
服装　濡れてもよい靴、すべり止め
付き手袋、着替え、タオル※貴重品
は出発前に預かります。※ウエット
スーツ、ライフジャケット、ヘルメッ
トは主催者側で準備します。
募集期間　原則、開催週の水曜日
まで（先着順で、定員になり次第
締め切ります）
主催　Ｄｏ・スポーツ
申込み先　教育委員会事務局（電
話 72-2107）

　鳥取県精神障がい者家族連合会
では、家族による家族のための電
話相談を行っています。相談は無
料ですので、一人で悩まず、相談
ダイヤルをご利用ください。
　なお、相談は匿名でも受けられ、

秘密は固く守られます。
実施日　毎月第 1・第 3 木曜日、
午後 1時～午後 4時※平成 31 年
1月 3日は休止します。
相談専用ダイヤル　090-3880-3498
　経営事項審査申請や入札参加資

格申請にかかる手続きについての
説明会を開きます。
日時　4月 13 日（金）午後 2時
～午後4時（受付：午後1時30分）
場所　ハワイアロハホール（湯梨
浜町はわい長瀬 584 番地）
内容　▼経営事項審査申請にかか
る手続について▼平成 31・32 年
度入札参加資格申請にかかる手続
きについて　など
問合せ先　鳥取県県土整備部県土
総務課　建設業・入札制度室（電
話 0857-26-7347）

平成30年 4月1日付。（　）内は前部署
■異動
【総務課】課長（兼）町山村開発セ
ンター所長（兼）黒坂支所長（併）選
挙管理委員会事務局長＝渡部裕之
（健康福祉課長）、副主幹（併）選挙
管理委員会書記＝景山政之（総務
課）、主事＝松原尚久（企画政策課）
【企画政策課】主事＝生田翔平（教
育委員会）
【健康福祉課】課長（兼）福祉事務
所長＝伊田喜浩（産業振興課）
【住民課】主任＝小野田麻美（健
康福祉課）
【産業振興課】主幹＝荒木憲男（総
務課）、副主幹＝小谷勉（産業振
興課（兼）建設水道課）
■採用
【健康福祉課】主事＝佐野莉子
【教育委員会事務局】主事＝若林亮
■派遣
鳥取県後期高齢者医療広域連合＝
茅野真伍（住民課）
■退職
山口秀樹（副町長）、
稲田正純（総務課長）※再任用（参事）

【そのほかのお知らせ】

一人で悩まず、精神障がい者
家族相談ダイヤルに電話を

第 1回町民人権講座へどうぞ
【教育委員会からのお知らせ】

春だ、ラフティングを楽しもう！
日野川くだり参加者募集

経営事項審査・入札参加資格
審査の申請手続き説明会開催

新緑の鵜の池で健脚を競う
鵜の池マラソン大会開催

町 人 事 異 動


