
　県では、防災に関する知識の普
及や防災意識の啓発を図るため、
「防災士」の資格取得に向けた養
成研修を毎年開催しています。
　町民の皆さんにも、この資格を
積極的に取得してもらい、自治会で
の防災活動に役立ててもらうため、
次のとおり受講者を募集します。
日時　11 月 6 日（土）午前 9時
25分～午後 6時、11月 7日（日）
午前 9時 25分～午後 5時
場所　新日本海新聞社西部本社　
日本海ふれあいホール（米子市両
三柳 3060）
内容　▼防災士および養成研修内
容について詳しくは、募集要項を
ご覧ください。なお、募集要項は
役場総務課で配布しています。▼
2日間すべての授業を受講し、2
日目に実施される試験に合格する
と、防災士の資格を取得できます。
受講支援　町では、受講希望者（3
人程度）を募集し、その研修費用
および防災士認定登録料を全額町
が負担します。
申込み　受講希望者は、7 月 30
日（金）までに、下記担当までご
連絡ください。
申込みおよび問合せ先　役場総務
課　担当　宮本（電話 72-0331）

　町では、統計調査員として協力し

ていただける人を募集しています。
　統計調査員は、統計調査におい
て、調査対象となる事業所や世帯
を訪問し、調査の趣旨や内容につ
いて説明を行うとともに、調査票
の配布、回収、点検なども行います。
　毎日決まった時間ではなく、空いて
いる時間を有効に活用したい方、統
計調査員として働いてみませんか。
募集要件　▼町内在住または町内
に勤務している 20 歳以上の人▼
税務または警察に関する事務に従
事していない人▼調査により知り
えた秘密を守ることができる人
応募および問合せ先　役場企画政
策課（電話 72-0332）

　令和３年度の成人式を、次のと
おり開催します。今年度は、新型
コロナウイルス対策のため中止し
た令和２年度成人式対象の希望者
についても、式典を開きます。
日時　【令和３年度対象者】令和4
年1月3日（月）午前10時から
【令和２年度対象者】令和4年1月
3日（月）午後1時から
場所　町文化センター
該当者　▼平成13年 4月 2日か
ら平成14年4月1日生まれの人（令
和３年度対象者）▼平成12年 4
月 2日から平成13年 4月1日生
まれの人（令和２年度対象者）▼
日野町に住所がある人▼日野中学
校を卒業した人
内容　①式典　②記念撮影

その他　該当者には案内文書を送
付します。案内がなかった人で出
席を希望する人は、町教育委員会
までご連絡ください。
問合せ先　町教育委員会事務局　
担当　矢田貝慎一（電話72-2107）

　部落解放月間は、「同和対策事業
特別措置法」が施行された1969
（昭和44）年7月10日を記念して、
鳥取県が翌年に制定しました。
　町でも期間中、人権啓発パネル
展を開きます。ぜひ、ご覧ください。
展示場所および期間　▼町図書館
（7月10日～19日）▼町公民館（7
月 19日～ 29日）▼下榎集会所（7
月 29日～ 8月 9日）
問合せ先　町教育委員会（電話72-
2107）

　7 月は、「社会を明るくする運
動」の強調月間です。
　この運動は、すべての国民が犯
罪や非行の防止、罪を犯した人た
ちの更生について理解を深め、そ
れぞれの立場において力を合わ
せ、犯罪や非行のない明るい社
会を築こうとする全国的な運動で
す。昭和 26 年に始まり、今回で
71回目を迎えます。
　日野町でも幅広い運動が展開さ
れます。皆さんのご理解とご協力
をお願いします。
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【企画政策課からのお知らせ】【企画政策課からのお知らせ】

統計調査員を募集します

令和３年度防災士養成研修
受講者を募集します

【総務課からのお知らせ】【総務課からのお知らせ】

夏の交通安全県民運動
期
間

【健康福祉課からのお知らせ】【健康福祉課からのお知らせ】

第 71回「社会を明るく
する運動

７月 10日～８月９日は
「部落解放月間」です

【運動の重点】
①子ども、高齢者および障がい者の交通事故防止
②自転車の安全利用の推進
③過労運転などの防止　　④飲酒運転の根絶



　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。
【サマージャンボ宝くじ】
発売期間　7 月 13 日（火）～ 8
月 13日（金）まで
当せん金および当せん本数
▼ 1等 5億円× 23 本▼前後賞各
1億円× 46 本（発売総額 690 億
円・23ユニットの場合）
【サマージャンボミニ】
発売期間　サマージャンボと同時
発売
当せん金および当せん本数
▼ 1等 3,000 万円× 28 本▼前後
賞各 1,000 万円× 56 本（発売総
額 210 億円・7ユニットの場合）

　きこえない・きこえにくい人の
コミュニケーション支援を行う手
話奉仕員を養成するため、講習会
を開きます。
期間　9月 14 日（火）から令和
4年 2 月 22 日（火）まで、毎週
火曜日（全 21回）
時間　午後 7時～午後 8時 30分
会場　米子コンベンションセン
ター（米子市末広町 294）ほか
定員　20人（先着順。定員を超え
た場合、受講経験のない人を優先）
対象　きこえない・きこえにくい
人などの福祉に理解と熱意がある
人（高校生以上）
受講料　2,000円（テキスト代別途）
申込み　受講申込書に記入し、封
書に「入門編受講申込書在中」と
赤文字で記入の上、下記まで郵送
してください。
申込締切　8月 31日（火）必着
申込みおよび問合せ先　鳥取県中
部聴覚障がい者センター（倉吉市
葵町724-15）電話 0858-27-2355

　ハローワークでは、求職者支援
訓練の受講生を募集します。
訓練科　短期パソコン基礎科
取得可能な資格　コミュニケー
ション力やビジネスマナー、ワー
プロ・表計算ソフトなどに関する
知識・技能の習得（ワード・エク
セル 3級）
訓練期間　7 月 21 日（水）～ 9
月 17日（金）
訓練場所　米子情報処理センター
（境港市明治町）
募集人数　12人
申込み期限　7月 9日（金）正午
応募資格　就職を希望する人
受講料　無料（テキスト代実費）
その他　雇用保険受給者以外の人
は、一定の条件を満たせば職業訓
練受講給付金を受給しながら受講
できます。
申込みおよび問合せ先　ハローワー
ク根雨（根雨出張所）電話72-0065

　基本的な労働関係法令などの学
習機会を提供するため、労働セミ
ナーを開催します。
テーマ　「90分で社労士が解説 !!
『働く中で知っておきたいあれこれ』」
内容　労働契約の締結・更新時の
ポイント、働きながら活用できる
雇用保険、退職前に知っておきた
いミニ知識
講師　特定社会保険労務士　安田
岳歩
日時　7月 20 日（火）午後 2時
～午後 3時 30分
会場　米子市立図書館
対象者　労働者、求職者、一般の
人など興味のある人
定員　25人　※完全予約制
参加料　無料
その他　新型コロナウイルス感染
症の流行状況により中止または延
期となる場合があります。
申込みおよび問合せ先　鳥取県中
小企業労働相談所みなくる米子

（電話 0859-31-8785）

【自衛官候補生】
受験資格　18歳以上 33歳未満の
男女
受付期間　随時
試験日　問合せの際にお知らせし
ます。
【一般曹候補生】
受験資格　18歳以上 33歳未満の
男女
受付期間　9月 6日（月）まで
一次試験　9月 18日（土）
【海上・航空学生】
受験資格　▼海上：18 歳以上 23
歳未満の男女▼航空：18 歳以上
21歳未満の男女
受付期間　9月 9日（木）まで
一次試験　9月 20日（月・祝）
【防衛大学校（一般）】
受験資格　18歳以上 21歳未満の
男女
受付期間　10月 27日（水）まで
一次試験　11 月 6 日（土）、11
月 7日（日）
問合せ先　自衛隊米子地域事務所
（電話 0859-33-2440）

　令和 4 年 4 月入校の海上保安
学校および海上保安大学校学生採
用試験を行います。
【海上保安学校学生】
一次試験　9月 26日（日）
受験資格　高校卒業した翌日から
12年を経過していない人
受付期間　7 月 20 日（火）～ 7
月 29日（木）
【海上保安大学校学生】
一次試験　10 月 30 日（土）、10
月 31日（日）
受験資格　高校卒業した翌日から
2年を経過していない人
受付期間　8 月 26 日（木）～ 9
月 6日（月）
問合せ先　境海上保安部管理課
（電話 0859-42-2532）

自衛官採用試験のご案内
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2021 年度手話奉仕員養成
講習会（入門編）開催

【そのほかのお知らせ】【そのほかのお知らせ】

サマージャンボ宝くじが
発売されます

職業訓練の受講生募集

令和３年度海上保安学校・
海上保安大学校学生採用試験

労働セミナーを開催します


