
　町では平成 31 年度採用の町嘱
託職員を次のとおり募集します。
募集職種と人数　▼図書館司書：
1 人（嘱託職員）
採用期間　平成 31 年 4 月 1 日～
2020 年 3 月 31 日
申込期限　2 月 21 日（木）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、
履歴書などを教育委員会事務局へ
提出してください。募集要項、申
込書は教育委員会事務局および役
場黒坂支所にあります。
採用試験　2 月 24 日（日）
▼受付：午前 9 時 30 分～
▼試験（面接）：午前 10 時～
▼場所 : 役場 2 階会議室
合否通知　2 月 27 日（水）に受験
者全員に合否通知を発送します。
問合せおよび提出先　教育委員会
事務局（電話 72-2107）

　町では、経済的な理由により就
学が困難な児童生徒に対して、学
用品費など教育費の一部を援助す
る制度（平成 31 年度就学援助費）
があります。
　希望する人は、2 月 22 日（金）
までに申請してください。
対象世帯　町民税非課税世帯、児
童扶養手当受給世帯、失業などに
より収入が著しく減った世帯など
申請方法　申請書と必要な添付書

類を、在籍する学校に提出してく
ださい。なお、申請書は学校およ
び教育委員会事務局にあります。
問合せ先　教育委員会事務局　担
当　遠藤（電話 72-2107）

　安心・安全で、おいしい給食を
提供するため、平成 31 年度学校
給食用米の納入業者募集のための
説明会を開きます。
日時　2 月18 日（月）午前 9 時 30
分～
場所　役場２階第３会議室
資格　次の条件をすべて満たす生
産者または生産団体
①鳥取県特別栽培農産物生産登録
を受けて、町内で特別栽培米コシ
ヒカリを生産していること
②米の品質を保持するための専用
の保管庫を所有し、適正に管理し
ていること
③週に一度給食センター米庫に納
品できること（年間使用見込み数
量は、3500㎏程度の予定）
納入業者の選定および契約
　説明会終了後に配布する申込書
を教育委員会事務局へ提出してく
ださい。申込者の施設などを確認
後、入札を行います。
問合せ先　教育委員会事務局　担
当　大岩（電話 72-2107）

　平成 31 年度の学校給食用物資
（米以外）納入業者を募集します。
納入品目　野菜、鶏卵、豆腐、油

揚げ、コンニャク、みそ、鮮魚など
納入業者資格　町内に本店、支店・
営業所または住所があること
物資発注方法　1 カ月分ごとに発注
納入期限
▼火曜日～金曜日使用分：前日の
午後 2 時～午後 2 時 30 分まで
▼月曜日・休日の翌日：午前 8 時
～午前 8 時 20 分まで
申込み　物資納入希望申込書を、
2 月 18 日（月）までに教育委員
会事務局に提出してください。な
お、申込書および要項は、教育委
員会事務局にあります。
決定　必要に応じて、聞き取りを
行い決定し、契約を締結します。
問合せ先　教育委員会事務局　担
当　大岩（電話 72-2107）

日時　2 月 21 日（木）午後 6 時
～午後 7 時
場所　役場 2 階大会議室
演題　「暴力のない社会をめざし
て　DV と人権」
講師　伊藤ひろえさん（一般社団
法人みもざの会  代表理事）
内容　今、社会問題にもなってい
る家庭内暴力（DV）や児童虐待。
周囲の目の付きにくいところで繰
り返されることが多く、被害を外
部に知らせることができません。
　今回は、伊藤さんに女性と子ど
もへの DV 被害の実態と取り組み
について講演いただきます。
参加　無料
参加申込　2 月 18 日（月）まで
に、教育委員会事務局（電話 72-
2107）へご連絡ください。
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平成 31年度町学校給食用米
納入業者募集のための説明会

町嘱託職員を募集します
（平成 31年度採用）

【教育委員会からのお知らせ】

【問合せ先】役場住民課（電話 72-0333）

期間中に正しい申告を

確定申告・町県民税申告
２月18日(月)～３月15日(金)
地区ごとの詳しい日程などは、「広報ひのおしらせ
版１月４日号」をご覧ください。なお、日程表は町
ホームページからもダウンロードできます。

教育費の一部を援助する制度
（就学援助費）があります

平成31年度町学校給食用物資
（米以外）納入業者を募集

第3回町民人権講座へどうぞ



　鳥取県社会福祉協議会では、第
29 回（平成 31 年度）因伯シルバー
大会の出場者を募集しています。
　この大会は、スポーツや文化活
動を通して、鳥取県内の高齢者の
交流の輪を広め、仲間と健康づく
り、生きがいづくりを促進すると
ともに、第 32 回全国健康福祉祭
わかやま大会の派遣選手選考会を
かねて開かれます。ふるってご参
加ください。
応募資格　県内在住の 60 歳以上
の人（昭和 35 年 4 月 1 日以前生
まれの人）
競技　全 12 種目▼卓球▼テニス
▼ソフトテニス▼ソフトボール▼
ゲートボール▼ペタンク▼ゴルフ
▼弓道▼グラウンド・ゴルフ▼囲
碁▼将棋▼健康マージャン
開催日時　5 月中旬※種目によっ

て日程が異なります。
開催場所　県東部地区を中心に開
催予定
申込み　4 月 19 日（金）までに、
参加申込書に必要事項を記入の
上、ファクシミリまたは郵送で申
し込んでください。
申込みおよび問合せ先　社会福祉
法人  鳥取県社会福祉協議会（電
話 0857-59-6332）

　後期高齢者医療制度の運営につ
いて、被保険者の皆さんの意見を
伺う懇話会の委員を募集します。
応募資格　鳥取県後期高齢者医療
の被保険者（平成 31 年 4 月 1 日
現在）の人
任期　平成 31 年 4 月～ 2021 年
3 月 31 日（2 年間）
募集人数　6 人以内
応募方法　応募申込書に必要事項
を記入の上、3 月 15 日（金）ま

でに、次の応募先へ提出してくだ
さい。なお、募集要項および申込
書は、役場健康福祉課でも配布し
ています。
応募先および問合せ先　鳥取県後
期高齢者医療広域連合 総務課（電
話 0858-32-10971）

　中国税理士会では、2 月 23 日
の「税理士記念日」に合わせ、税
の無料相談会を開きます。お気軽
にお越しください。
日時　2 月 17 日（日）午前 10 時
～午後 4 時
場所　米子コンベンションセン
ター５階第４会議室、スーパーセ
ンタープラント５境港店
内容　税の無料相談
※税金に関することなら何でもご
相談ください。
問合せ先　中国税理士会米子支部

（電話 0859-32-4795）

【そのほかのお知らせ】

平成 31 年度因伯シルバー
大会の出場者を募集します

スポーツ安全保険小さな掛け金・大きな補償

スポーツ・文化・ボランティア活動などの団体活動に最適な保険です。
▶対象となる事故 ☆グループ活動中の事故　☆往復中の事故
▶保　険　期　間 2019 年 4 月 1日午前 0時～ 2020 年 3月 31 日午後 12 時まで

（団体活動を行う 4人以上の団体でご加入ください）

加　入　対　象 年間掛金
（１人あたり）

傷　害　保　険（保険金額）

死　亡 後遺障害
（最高）

入院
（日額）

通院
（日額）

〇子ども（中学生以下）
〇大人の文化・ボランティア・地域活動
（高校生以上）

800 円 2,000 万円 3,000 万円 4,000 円 1,500 円

〇大人のスポーツ活動
（高校生以上 64 歳以下） 1,850 円 2,000 万円 3,000 万円 4,000 円 1,500 円

〇 65 歳以上のスポーツ活動 1,200 円 600 万円 900 万円 1,800 円 1,000 円

〇危険度の高いスポーツ活動 11,000 円 500 万円 750 万円 1,800 円 1,000 円

賠償責任保険（免責金額なし）
　対人・対物賠償合算 1事故５億円
　ただし、対人賠償は１人１億円限度

突然死葬祭費用保険
　突然死（急性心不全、脳内出血など）葬祭費用
　支払い限度額　180 万円

【問合せ先】スポーツ安全協会鳥取県支部（電話 0857-26-8724）

鳥取県後期高齢者医療懇話
会委員を募集します

税の無料相談会開催


