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平成２５年度
日南病院 外来診療案内

内科 検査 ※要予約

外科
整形
外科

小児科
耳鼻
咽喉科

眼科
一診 二診 特診

胃
カメラ

大腸
カメラ

腹部
エコー

循環器
エコー

月 高見　徹 倉敷妙子 川本文弥
鳥大医師
平岡　裕

竹茂幸人 鳥大医師

火 高見　徹 山田健作 川本文弥 倉敷 倉敷 倉敷 石田 平岡　裕 竹茂幸人

水 川本文弥 石田勝則 倉敷妙子
鳥大医師
平岡　裕

鳥大
（岸本）

竹茂幸人 鳥大医師

木 川本文弥 石田勝則 高見　徹 平岡　裕 鳥大医師 鳥大医師

金 高見　徹 倉敷妙子 石田勝則 川本 川本 川本 平岡　裕 竹茂幸人 鳥大医師

 ※禁煙外来（保険外診療）　担当医：高見　徹

　 実施日時 : 月～金　13:00 ～ 13:45　※要予約
 小児科　    

第３水 (PM) は鳥大小児循環器外来
 特別診療

 内科　     
  第２, ４木 (AM) は鳥大糖尿病外来（鳥大 山本）

 特別診療 

保険証・受給者証などをお忘れなくお持ちください !

〒 689-5211　日南町生山 511-7  

TEL. ０８５９- ８２- １２３５　FAX. ０８５９- ８２- １３４１　 URL　http://nichinan-hospital.jp/ 日南病院

・診療時間　午前９時～１２時

　※診療の予約・変更は、午後にお電話ください。   

・休診日　土・日曜日、祝日、年末・年始（１２月２９日～１月３日）

　※予約のない方は、「特診」での受診となります。    

愛称決定 !! お休みの日は「お買物バス」で出かけよう !!
休日に運行している町営バスの第３便に「お買物バス」という愛称をつけました。

生山や霞地域にお出かけをするのに便利な時間設定となっていますので、ショッピングや文化センターを利用す

る際の交通手段として、ぜひご活用ください。

　　■お問い合わせ　役場企画課 0859-82-1115

 　 生山行き 各地域行き

 大 宮 線  
下阿毘縁 発 日南中 着 日南中 発 下阿毘縁 着

１３：３５ １４：１７ １５：４０ １６：２５

 山 上 線　
車庫前 発 生山駅 着 生山駅 発 車庫前 着

１３：４０ １４：１４ １５：４０ １６：１５

 石 見 線　
花口 発 日南中 着 日南中 発 花口 着

１３：３０ １４：０３ １５：４０ １６：１５

 多 里 線　
新屋 発 生山駅 着 生山駅 発 新屋 着

１３：３０ １４：０１ １５：４０ １６：１１

 福 栄 線　
上坂 発 日南中 着 日南中 発 上坂 着

１３：２５ １４：００ １５：４０ １６：１５

お買物バスの運行時間（土曜日・日曜日・祝日・振替休日のみ）

食生活改善推進員養成講座

　　　　　　　受講生募集

食生活の基礎を身につけ、健康づくりを

広めるボランティアを養成します。

地域の仲間と一緒に健康づくりのお手伝

いをしませんか？ 男女は問いません。
　○ 募集人員　１５名

　○ 募集資格　日南町在住で講座修了後は推進員と

                      して活動が実践できる人。

   ○ 講座回数　８ 回

   ○ 内　　容　調理実習および講義

   ○ 申し込み期限  平成２５年５月７日（火）

   【申し込み・問い合わせ】 　福祉保健課　ＴＥＬ . ０８５９－８２－０３７４

  ○ 期　間　平成２５年５月～１２月

第１回 ５月２９日（水） 第５回 　９月１１日（水）

第２回 ６月１２日（水） 第６回 １０月   ９日（水）

第３回 ７月　５日（金） 第７回 １１月１４日（木）

第４回 ８月２８日（水） 第８回 １２月　４日（水）

※２ カーボン・オフセット・・・企業等、自らのＣＯ２排出量を、

他の場所の吸収・削減量で埋め合わせ相殺すること。

日南町有林においてＪ-ＶＥＲ※１を取得しました
　町では平成 25 年 3 月 12 日、平成 19 年度～平成 24 年度に間伐を実

施した町有林 302.48ha において、J-VER を取得しました。

　今後、この J-VER を企業等へ販売し町の林業振興・環境保全へ活用し

ていきます。

※１ Ｊ - ＶＥＲとは・・・日本国内でカーボン･オフセット※ 2

市場を流通させるため、環境省が認証するクレジット制度です。

詳しくは 町ホームページ http://www.town.nichinan.tottori.jp/

又は 役場 農林課 林政室 TEL．０８５９- ８２- １１１４まで

お問い合わせください。

【お問い合せ】　日南町役場　農林課農政室　　 ＴＥＬ . ０８５９- ８２- １１１４（直通）

イノシシ侵入防止柵の設置に補助金を交付します
　近年、イノシシによる農作物などへの被害が急増・深刻化しています。

　町では、日南町猟友会の協力により、イノシシの捕獲などを進めていますが、これらの対策だけでは、農作物などへの

被害を防ぐことができません。

　農家の皆さんも、侵入防止柵を設置するなどの防除対策を行い、被害防止に努めていただきますようお願いします。

　町ではイノシシ侵入防止柵の設置に対して、設置費用の一部を補助します。大切な農作物などを守るために、積極的に

ご活用ください。

補助対象

イノシシによる農作物などの被害を日常的に受け、農作物などの生産ができない農家で、電気牧柵などを設置しよ

うとする人。ただし、原則として２戸以上の共同設置（田が連続していること。）、農事組合等の団体、認定農業者

（極力共同設置を行う）。補助対象経費は資材費のみで、設置に係る人件費等は補助対象外です。

　※既に購入されている物、交付決定以前に設置された物については、対象外です。

補 助 額 設置費用の３分の２（ただし予算の範囲内による）

申請期間 平成２５年４月２５日（木）～５月２１日（火）

提出書類
①補助金交付申請書（様式１）　②事業計画書、収支予算（様式２）　③対象農地に係る参加者一覧表（様式３）　

④見積書　⑤図面　※設置箇所・参加者のほ場を図示したもの

　※申請書類は役場農林課窓口または町ホームページに掲載しています。

交付決定 申請内容を審査し、予算の範囲内で５月下旬に交付決定を予定します。

実績報告
交付決定を受けた方は、事業完了後３０日以内に実績報告書（写真添付）を提出してください。

　　　　　　　※ 申請方法などの詳細は、日南町役場農林課へお尋ねください。

一般家庭の飲料水の水質検査料を補助します
一般家庭における飲料水の水質検査を実施することにより、住民の飲料水の安全性を確保し、健康を守るため、

水質検査料の補助を行います。

対象者
　① 日南町水道未普及地域に居住する個人　② 町税等の滞納者でないこと　③ 平成 25 年度に水質検査を実施

　した者　④ ５年以内に本補助金を受けていないこと

対象となる
水質検査
の内容

　一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、鉄及びその化合物、塩化物イオン、蒸発残留物、有機物

　( 全有機炭素 ( ＴＯＣ ) の量 )、ＰＨ値、味、臭気、色度、濁度、硬度の 13 項目

補助金額
　① 水質検査料金が１万円未満の場合　水質検査料金の２分の１に相当する額　② 水質検査料金が１万円以上

　の場合 5,000 円　　　※ 対象項目以外の検査料は、自費扱い

手続きの流れ
　① 水質検査の実施 → ② 検査成績書の受領と検査料支払 → ③ 交付申請 ( 様式１)( 検査成績書 ( 写し ) と領収

　書 ( 写し ) の添付が必要 ) → ④ 決定通知 → ⑤ 交付請求 → ⑥ 補助金支払

町簡易水道の水質検査委託機関の斡旋、検査内容、検査日等の相談は、役場建設課窓口で受け付けます。

【お問い合せ】　日南町役場 建設課 上下水道室　ＴＥＬ．０８５９- ８２- １１１３（直通）

　行政相談員に

　伊田哲朗さん

　　　再任

平成 23 年から２年間行政

相談員を務めてこられた伊

田哲朗さんが、再任されま

した。任期は平成 25 年４

月１日から平成 27 年３月

31 日までの２年間です。今

後も、行政相談所等の開設

や住民の皆さんの相談でお

世話になります。

⑳


