
　平成 31 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当かどう
かほかの物件を比較して見ること
ができます。
期間　4 月 1 日～ 5 月 31 日（金）
※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）

　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

人が使用する場合には、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。
　減免の要件や手続きの仕方な
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 7 日（火）まで
問合せ先　役場住民課（電話 72-
0333）

　トイレの水洗化や生活雑排水
（台所や風呂など）の処理など公
衆衛生の向上が期待できる合併浄
化槽の設置費用の一部を助成して
います。
補助金上限額　▼ 5 人槽＝627,000
円▼ 7 人槽＝ 785,000 円
対象地域　下水道および農業集落
排水処理区以外の地域
申込み　希望者は、申請書と添付
書類を役場建設水道課へ提出して
ください。申請書などは、役場建
設水道課にあります。なお、助成
件数には限りがあります。詳しく
はお問い合わせください。
問合せ先　役場建設水道課　担当
音田（電話 72-0350）

　5 月 11 日（土）から 20 日（月）
まで、春の全国交通安全運動が行

われます。
全国交通安全スローガン

「つくろうよ　事故なし　笑顔の
鳥取県」
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
5 月 20 日（月）は
「交通事故死ゼロを目指す日」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。

　町では、平成 31 年度採用の嘱
託職員を次のとおり募集します。
募集職種および人数　▼保育士・
若干名▼日野高校魅力向上コー
ディネーター・１人
採用期間　4 月 1 日～ 2020 年 3
月 31 日
応募受付期間　随時
申込方法　応募用紙などを教育委
員会事務局へ提出してください。
募集要項、応募用紙は教育委員会
事務局、役場黒坂支所およびひ
のっこ保育所にあります。
選考方法　面接※日程などは応募
者に通知します。
問合せおよび提出先　町教育委員
会事務局（電話 72-2107）
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軽自動車税の減免申請は
5月７日（火）までに

土地価格等・家屋価格等の
縦覧帳簿の縦覧を行います

【住民課からのお知らせ】

【問合せ先】町観光協会事務局（役場産業振興課内）
　　　　　  電話７２- ２１０１

滝山公園つつじまつり
４月１３日（土）～２９日（月）
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下さい。

合併浄化槽設置費用の一
部を助成します

【建設水道課からのお知らせ】

「春の全国交通安全運動」
5月11日（土）～20日（月）

町嘱託職員を募集します
【教育委員会からのお知らせ】



　2019 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
民人権講座を開きます。ぜひ、お
越しください。
【総会】
日時　4 月 25 日（木）午後 1 時
30 分～
場所　山村開発センター
内容　① 2018 年度事業報告、決
算承認について② 2019 年度事業計
画、予算承認について③役員改選
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 3 時ごろの
開会を予定しています。
演題　部落差別の今・昔～豊かに
生きるために～
講師　大柄瑞穂さん（部落解放同
盟三栄支部 女性部長）
内容　平成 28 年 12 月に「部落差
別解消推進法」が施行され、各自
治体でさまざまな取り組みが行われ
る中、インターネット上で部落差別
を助長する書き込みが後を絶ちませ
ん。大柄さんが部落解放運動の中
で感じた部落差別の今と昔を比較し
ながら、反目し合うのではなく、と
もに理解することで、豊かな人生を
歩むためのヒントを学びます。
参加　無料
問合せ先　町教育委員会（電話72-

2107）

　鳥取県精神障害者家族連合会で
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※ 2020 年 1
月 2日は休止します。
相談専用ダイヤル　090-3880-3498

　多様化する業務や町民の皆さん
のニーズに対応し、活気あるまち
づくりを積極的に推進するため、
企画政策課の一部事務を建設水道
課と産業振興課に所管替えしまし
た。また、建設水道課に新たに生
活環境室を設置しました。
　なお、各課の担当事務および問
合せ先などは、裏面の組織図をご
覧ください。

平成 31年 4 月1日付。（　）内は前部署
■異動
【企画政策課】課長＝荒木憲男（産
業振興課）

【健康福祉課】課長（兼）福祉事務所
長（兼）健康福祉センター所長（兼）子
育て世代包括支援センター所長＝伊田
喜浩（健康福祉課）、地域包括支援セン
ター所長（兼）健康福祉課主幹（兼）健
康福祉センター主幹（併）衛生管理者
＝生田直子（地域包括支援センター）
【建設水道課】課長＝飛田朋伸（住
民課）、生活環境室長＝音田雄一郎

（建設水道課）、生活環境室副主幹
＝生田安彦（建設水道課）、生活環
境室主任＝小髙拓也（住民課）
【産業振興課】課長＝角井学（鳥取
県から派遣）、主幹＝田貝陽子（建
設水道課（兼）産業振興課）、副主
幹＝入澤眞人（企画政策課）
【教育委員会】参事（併）人権センター
所長（兼）下榎隣保館長＝田貝嘉彦

（教育委員会）、指導主事＝長谷部
崇樹（根雨小学校）
■採用
【健康福祉課】主事＝貝瀬淳一、主
事＝谷口智佳子、保健師＝吉田理沙
【住民課】主事＝江田伊吹、主事＝
音田絵美
【ひのっこ保育所】保育士＝影山夕姫
■派遣
鳥取県地域振興課＝長尾涼（健康
福祉課）
■退職
吉原敏治（建設水道課長）※再任用、
音田守（産業振興課長）※再任用、
後藤一則（ひのっこ保育所長）、生
田季香（健康福祉センター所長）、
久永奈保美（鳥取県派遣）、鳥取県
へ＝渡邉隆弘（企画政策課長）

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】
【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

【問合せ】役場総務課　担当　影井（電話 72-0331）

空気が乾燥し、火災が発生しやすくなっています。風の強い日は、
小さな火でも大きな火災につながる危険があります。家庭で、地
域で、火の取り扱いには注意しましょう。

火災予防のお願い
【総務課からのお知らせ】

野外焼却は法律で原則禁止

町 人 事 異 動

ダイオキシンをはじめとする大気汚染の原因の一つとなるため、廃棄物処理法により、家庭ごみや事業
所から出たごみの野外焼却は、風俗習慣上の行事や農作業で直接必要な場合などを除いて、原則禁止さ
れています。

組織改正について


