
　10 月18日から 24日までは行
政相談週間です。行政相談は、国
など役所の仕事や暮らしの不便に
ついて相談をお受けする制度です。
　町では、人権擁護委員による人
権相談と合同で、毎月相談を受け
付けています。お気軽にご相談く
ださい。
11 月の行政相談　11月 5日（金）
午後 1時～午後 3時
場所　山村開発センター・小会議室
問合せ先　役場総務課（電話 72-
0331）

　第 62回体力づくり日野町駅伝
競走大会を開催します。
日時　10月9日（土）午前9時30
分スタート（受付：午前8時30分～）
場所　役場前駐車場
部門　▼駅伝の部：中学生の部、
高校生の部、女子の部、一般の部
▼小学生ミニマラソンの部：低学
年（男・女）、高学年（男・女）
コース　役場～根雨 1区までの折
り返しコース
交通規制　当日、午前９時から正
午まで、役場から根雨１区までの
間が車両通行止めとなります。ご
迷惑をおかけしますが、ご協力を
お願いします。
その他　新型コロナウイルス感染

症対策のため、間隔を開けマスク
を着用し、大声を出さずに拍手な
どで応援をお願いします。
問合せ先　町教育委員会事務局　
担当　内藤（電話 72-2107）

　次のとおりシンポジウムを開催
します。ぜひ、お越しください。
日時　10月 16日（土）午後1時
30分～午後 4時（午後1時開場）
場所　町文化センター
定員　120 人（申込み多数の場合
は抽選）
内容　▼講演「魅力あふれる義務
教育学校へ～その可能性を探る～」
講師　公立鳥取環境大学准教授　
川口有美子さん▼委員会報告「校舎
建設、教育課程、開校準備の各委員
会での検討状況についての報告」
申込み　事前予約制です。10月8
日（金）までに申込みください。案
内と申込書は町ホームページに掲
載しているほか、町教育委員会事
務局、町公民館で配布しています。
問合せ先　町教育委員会事務局（電
話72-2107）

　町議会は、日野郡の医療を考え
る講演会を開催します。
　日野町、日南町、江府町の議員
が受講予定ですが、その他一般参
加者も募集しています。
日時　10月 13日（水）午後 2時

30分から（受付開始：午後2時）
場所　町文化センター　ホール森
の音楽隊
定員　先着 30人
演題　「日野郡における医療の問
題点と将来展望」
講師　日野病院組合　孝田雅彦病
院長
入場料　無料
その他　▼新型コロナウイルス感
染症防止対策として、マスクを着
用してお越しください。▼感染状
況によっては中止、または延期と
なる場合もあります。
申込みおよび問合せ先　町議会事
務局　担当　伊田（電話72-0335）

　この宝くじの収益金は市町村の
明るいまちづくりや環境対策、高
齢化対策など地域住民の福祉向上
のために使われます。
【ハロウィンジャンボ宝くじ】

発売期間　9月 22 日（水）～ 10
月 22日（金）
当せん金および当選本数
▼ 1等 3億円× 11 本▼前後賞各
1億円× 22 本（発売総額 330 億
円・11ユニットの場合）
【ハロウィンジャンボミニ】

発売期間　ハロウィンジャンボと
同時発売
当せん金および当せん本数
▼ 1等 3,000 万円× 20 本▼前後
賞各 1000 万円× 40 本（発売総
額 150 億円・5ユニットの場合）
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【展示部門】23日（土）・24日（日）9：00～14：00
【即売部門】24日（日）9：00～14：00
【芸能発表】24日（日）10：00～11：00予定
▼詳しくは、別途チラシをご覧ください。

2310/ （土）

24（日）

令和のふいご祭 同時開催！10/24



　鳥取県西部広域行政管理組合で
は、令和 14 年度の供用開始を目
標とした西部圏域 9市町村の広域
的なごみ処理施設の整備構想「一
般廃棄物処理施設整備基本構想」
を、8月に策定されましたのでお
知らせします。
基本構想の概要　西部圏域 9市町
村では、ごみ処理施設の老朽化や
急激な人口・ごみ量の減少が想定
されており、また国際的には、気
候変動対策の取り組みが重要な課
題となっています。令和 14 年度
を目標に、西部圏域におけるごみ
処理の広域化を図り、ごみ処理施
設を一箇所に集約することによ
り、持続可能な適正処理を確保し、
効率的なリサイクルや地球温暖化
対策など、新たなごみ処理体制の
整備を目指すこととしています。
基本構想の閲覧場所　①鳥取県西
部広域行政管理組合ホームページ
②ごみ処理施設整備課窓口（米子
市淀江支所内）③リサイクルプラ

ザ窓口　※②および③の閲覧期間
は令和 4年 3月 31日まで
問合せ先　鳥取県西部広域行政
管理組合ごみ処理施設整備課
（0859-21-1362）

　日野町など県内11市町村の恵み
（特産品、農水産（加工）品）が大
集合する、「つながるマルシェ」が
開催されます。
　今年は、従来の「ひまわり駐
車場」から「JU 米子タカシマヤ」
に会場を移し、3日間の開催とな
ります。ぜひご来場ください。
日 時　10 月 22日（金）～10 月
24日（日）、午前10時～午後6時
場所　JU米子タカシマヤ　5階催
場（米子市角盤町1丁目30番地）
主催　角盤町商店街振興組合
問合せ先　株式会社 BSS 企画（電
話 0859-33-0661）

　労働問題に詳しい専門家が、職
場の悩みに応じます。
日時　10 月 31 日（日）午前 10
時～午後 3時（完全予約制）

場所　国際ファミリープラザ（米
子市加茂町 2丁目 180）
内容　解雇、雇止め、賃金未払い、
労働時間、有給休暇、パワーハラ
スメントなど労働問題全般に関す
る相談会（弁護士、社労士などが
応対します）
申込期限　10月 27日（水）午後
5時 15分まで
問合せ先　労使ネットとっとり
（県労働委員会）電話 0120-77-
6010

　一人で悩まず、一緒に対応の仕
方を学びませんか。
タイトル　「家族の不安、その先
に見つけた希望」
日 時　10 月 23 日（土）午後 1
時 30分～午後 5時 30分
場所　米子サン・アビリティーズ
（米子市皆生 3-16-20）

内容　家族の体験談、交流会
人数　30人（完全予約制）
問合せ先　全国ギャンブル依存
症家族の会鳥取（kazokukai.t@
gmail.com）
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「日曜労働相談会」開催

ギャンブル依存症家族
の会 鳥取 講演会開催

【共通事項】

【問合せ先】
日野営農センター ( 電話 72-0338)、日野農業改良普及所（電話 72-2028）、役場産業振興課（電話 72-2101）

一般廃棄物処理施設整備
基本構想の策定について

【そのほかのお知らせ】【そのほかのお知らせ】

▼いずれも日野郡の特産品目で、JA によって販路が確立されている
▼国や県の価格差補填事業の対象品目となっている
▼販売を行った場合は、町が種苗費助成を行い生産の後押しをしている

白ネギ ピーマン ブロッコリー

メリット 収穫適期幅が広く、自分
のペースで作業しやすい

初期投資が少なく、女性や
高齢者でも取り組みやすい

初期投資が少なく、大面積
での栽培も可能

デメリット
個選の場合は皮むき機が
必要。匂い、音への配慮
が必要

収穫、調整に時間がかかる
ため、大面積での栽培が難
しい

収穫適期幅が狭い。大面積
で栽培しないと量がそろわ
ない

栽培期間 4 ～ 11 月 5 ～ 11 月 4 ～ 7 月、8 ～ 11 月
繁忙期

（収穫期） 8 ～ 11 月 7 ～ 11 月 6 ～ 7 月、9 ～ 11 月

つながるマルシェ in 高島屋

日野郡の特産露地野菜
を作ってみませんか？

白ネギ・ピーマン・ブロッコリー
町でも「がんばる地域プラン」により推奨している特産物です。
新規での栽培に興味のある人は、ぜひご連絡ください。


