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河原町コミュニティ
センター

鳥 取 市
河原地域の
人口と世帯

男  3,122人（＋１） 　計  6,469人（＋５）
女  3,347人（＋４） 世帯数 2,473世帯（±０）

令和３年１２月１日現在　（　）は前月比　

水道局
南地域水道事務所
鳥取南地域

工事事務所

第 ４ 回 河 原 地 域 振 興 会 議 に つ い て第 ４ 回 河 原 地 域 振 興 会 議 に つ い て

（１）鮎の天然遡上回復の調査と対策について
（委　員）	H26 からの激減の理由と日本海側に特化し

た激減はなにか。
（鳥取県）	この時期に調査をしていませんが、海域の

状況がよくないのと、エサが少ないのと併
せて高水温だったのが影響したのではない
かと思われます。

（委　員）	カワウの食害は相当なものだ。
（漁　協）	八東、智頭、用瀬、若桜等５か所にテグス

を張っています。産卵期だけでもカワウを
捕獲していただきたい。

（委　員）	地域住民でできる対策はあるか。
（鳥取県）	カワウは、夜明けから朝にかけてエサを食

べる習性があります。付近を散歩や体操す
るなど、鳥が落ち着かない環境を作ること
は一つの対策です。

（２）市報と総合支所だよりの見直しについて
（委　員）	今は、自分から情報を取りに行かなくては

ならないが、市報を見ていない人もあり、
大事な情報を伝えていくことは難しい。

（広報室）	伝えたい情報は多くあります。また、対象
者の絞られる情報もある。字を大きくし、
イラストを混ぜるなど見やすさを改善して
いきます。また、ケーブルテレビのデータ
放送を活用していきたいと思います。

（委　員）	集団検診の確認がしづらくなるのでは。
（広報室）	エリアごとに分けるなど紙面を工夫してい

きます。
（委　員）	どのように情報の取捨選択をしていくのか。
（広報室）	支所だよりとは別にお知らせしていた情報

や市報と支所だよりで内容が被っていた情
報も多かったので、それらを解消します。
掲載情報が減ることはほぼないと思ってい
ます。

11月 22日（月）に開催された第４回河原地域振興会議の主な意見を紹介します。

鳥取市公式ホームページでも内容を公開しています。

河原町総合支所　電話番号の変更のお知らせ河原町総合支所　電話番号の変更のお知らせ
庁舎の電話回線のデジタル化に伴い、令和４年１月 11 日（予定）から支所の電話番号が変更となります。

課　　名 現　　在 変　更　後
地域振興課 ７６－３１１１ ➡ ７１－１７２２
市民福祉課 ７６－３１１３ ➡ ７１－１７２４
産業建設課 ７６－３１１５ ➡ ７１－１７２６
教育委員会分室 ７６－３１２２ ➡ ７１－１７２７
鳥取南地域工事事務所 ７６－３１２６ ➡ ７１－１７２９
※コミュニティセンター及び南地域水道事務所の電話番号は変更ありません。
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所得税確定申告、市県民税の申告相談のお知らせ

マイナンバーカード申請キャンペーン（撮影無料）マイナンバーカード申請キャンペーン（撮影無料）

令和４年２月 16 日（水）～３月 15 日（火）
　令和３年１月１日～令和３年 12 月 31 日までの間の所得について、市県民税、所得税の申告相談及び申告
書の受付を下記の申告相談日程表のとおり行います。申告に必要なものをご準備・ご確認のうえご来場くだ
さい。この申告は、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料、高額療養費自己負担限度額、保育料、
児童手当などの判定資料になります。詳しくは「とっとり市報１月号」をご覧ください。

●新型コロナウイルス感染防止対策のため、申告相談は事前予約制とさせていただ
きます。

【令和３年分　申告相談日程表】受付時間（午前の部 9：00 ～ 11：00、午後の部 13：00 ～ 15：00）

期　　間 会　　場 予約受付等

２月 16 日（水）～３月１日（火）

河原町総合支所　３階大会議室
※事前予約制です
河原町の人を対象（用瀬町・佐治町
の人も受付できます。）

事前予約開始日
１月 11 日（火）
河原町総合支所　市民福祉課

　７１－１７２４

３月２日（水）～３月７日（月）

プラザ佐治記念ホール
※事前予約制です
佐治町の人を対象（河原町・用瀬町
の人も受付できます。）

事前予約開始日
２月１日（火）
佐治町総合支所　市民福祉課

　７１－１９１４

３月８日（火）～３月 15 日（火）

用瀬町総合支所　１階会議室
※事前予約制です
用瀬町の人を対象（河原町・佐治町
の人も受付できます。）

事前予約開始日
２月１日（火）
用瀬町総合支所　市民福祉課

　７１－１８９４

※いずれも（土）・（日）・（祝）を除きます

ご注意ください！！
●農業・営業・不動産等の事業所得がある人は、あらかじめ収支内訳書等を作成
　してご持参ください。
●医療費控除を受ける人は、あらかじめ医療費明細書を作成してご持参ください。
　※集計ができている人から申告を受けさせていただきますので、ご理解ご協力をお願いします。
●誰の扶養にもなっておらず令和３年中に収入がない、または遺族年金・障がい者年金のみの人で、国民健康保険・

後期高齢者医療保険に加入している人は市県民税の申告が必要です。申告がない場合、保険料軽減の算定対象にな
りません。

●株式や不動産の譲渡所得、新規の住宅ローン控除、損失繰越、青色申告などの申告相談は総合支所では行っており
ません。駅南庁舎（富安二丁目）をご利用ください。

ご協力のお願い
　新型コロナウイルス感染防止対策のため、マスクを着用のうえご来場ください。
　会場受付での手指消毒、検温にご協力をお願いします。

問い合わせ先
		市役所本庁舎　　市民税課　 　０８５７－２２－８１１１（市役所コールセンター）
		河原町総合支所　市民福祉課 　０８５８－７１－１７２４
		鳥取税務署 　０８５７－２２－２１４１

☆日曜日申請☆
１月 23 日（日）河原町総合支所　市民福祉課
☆申告会場申請☆
２月 17 日（木）、18 日（金）、21 日（月）、22 日（火）
河原町総合支所　３階大会議室

申請時間はどちらも 9～11 時、13～15 時です。
※予約が必要です。 	７６－３１１３
　（１/11 以降 	７１－１７２４）
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１月のゆるゆる田舎塾

河原城かわら版
特別展示「吉祥・水墨画展」
　毎年恒例の影井彩光（さいこう）先生と生徒
さんの作品展です。今年の干支、寅年にちなん
だ色紙集コーナーや、正月の縁起物などを描い
た作品を展示します。
と　き：１月１日（祝・土）～２月 27 日（日）
ところ：河原城２階イベントホール

体験観光
　「有機栽培冬だいこんの収穫と大根御膳作り」

　旬の冬だいこんを収穫し、大根づくしの昼御
膳を作り試食します。大根の他にも美味しいお
土産があります。
と　き：１月 23 日（日）9：30 ～ 13：00 頃
ところ：河原町弓河内
　　　　（河原町総合体育館駐車場集合）
料　金：1,600 円
定　員：6 名（要予約）
持ち物：長靴、ゴム手袋、エプロン、雨具等

「節分・豆まき行事」
　年男・福娘（河原第一小学校５年生児童）の
皆さんの豆まきと、福を呼ぶ麒麟獅子舞で一年
の無病息災を祈願します。今年も鬼退治ゲーム
開催決定！鬼滅グッズをゲットしよう！！ 
※ 11：45 頃、先着 100 名様に豚汁の振る舞い

もあります。
と　き：１月 30 日（日）11：00 ～ 12：30 頃
ところ：河原城イベント広場特設ステージ

１月の
休館日 ２～３（年始休）、11（火）、17・24・31（月）

開館時間　９：３０～１７：００

【問い合わせ先】お城山展望台河原城		㈱風土資産研究会
 85 － 0046　 	85 － 1946

☆山根 教子さんの「希望にあふれる年を願う☆寅年
の樹脂粘土人形教室」

日時：１月 15 日（土） ＜第一部＞ 13：00 ～ 15：00
 ＜第二部＞ 15：30 ～ 17：30
定員：各８名　　参加費：400 円
内容：2022 年寅年にちなんで、手毬を持ったチャー
ミングな笑顔の寅の干支飾りを作りましょう。

1 月 10 日は「110 番の日」
　110 番は、みなさんが事件・事故等に遭われたり、目
撃したりした場合、みなさんの所へ警察官を緊急で向か
わせるための「緊急専用電話」です。
　警察に対する相談・要望等、緊急でないものは、警察
総合相談電話（＃ 9110）または、各警察署、交番、駐
在所へ連絡してください。

言葉や耳の不自由な方専用の緊急通報システム
○メール 110 番
　メールアドレス（tottori110pipopa@view.ocn.ne.jp）
○ファクシミリ 110 番
　フリーダイヤル（0120 － 857 － 110）
○ 110 番アプリシステムのアプリで緊急通報

　利用に際し、警察庁ウエブサイトから専用の
「110 番アプリ」をダウンロードして事前に登録
していただく必要があります。
※警察庁のウエブサイト（https://www.npa.go.jp/bureau/

safetylife/110/app/）
○電話リレーサービスを利用した緊急通報

　「電話リレーサービス」とは、
聞こえない人と聞こえる人をオ
ペレータが通訳して電話でつな
ぐサービスで、事前に登録して
いただく必要があります。
※電話リレーサービスのウエブ

サイト（https://nftrs.or.jp）

110番通報の適切な利用促進

【問い合わせ先】
　道の駅清流茶屋かわはら	  85－5331

日時：12月14日（火）～１月31日（月）
　　　10：00～ 18：00（最終日16：00）
入場料：無料
内容：寅年をモチーフにした人形をはじめ、見れば
思わず「うふふ」と顔がほころんでしまう愛嬌たっ
ぷりの人形が多数展示されています。

　１月１日（土）午前９時より河原町空手道少年部に
よる寒稽古が始まります。
　午前10時からは温かいお雑煮の振る舞いを無料で
行います。

日時：１月30日（日）　14：00～
参加費：無料
内容：元気になれる♪楽しい豆まきショーで、大人
気のあのキャラクターたちに扮した、大国主命や特
別ゲストたちと一緒に招福祈願をしましょう。暴れ
ん坊な悪鬼を見事に追い払った後には、「開運　八上
豆」のプレゼントもあります。しっかり笑って豆ま
きを楽しんで、みんなで心から美しく健
やかになって幸多き一年を迎えましょう。

う・ふ・ふ展　～山根のりこの世界～
in 因幡ふれ愛ぎゃらりぃ

空手道少年部の寒稽古とお雑煮の
振る舞いを開催いたします！

今年もあいつらがやって来る!!!!
豆まきで八十神退治を！
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今月の相談日
　【問い合わせ先】
　心配ごと：社会福祉協議会　 76－3125
　人　　権：市民福祉課　　　 76－3113
　行　　政：地域振興課　　　 76－3111

と　き ところ 相談員

心配ごと相談 １月７日（金）午後1時30分～ 3時30分
老人福祉センター 民生児童委員

人 権 相 談 １月14日（金）午後1時30分～ 3時30分
老人福祉センター 人権擁護委員

行 政 相 談 １月21日（金）午後1時30分～ 3時30分
老人福祉センター 行政相談委員

月 日（曜日） 行事名 時　間 対　象 場　所

1

7（金）南地域デイケア 午後１時30分（集合） 用瀬保健センター

11（火）てくてく歩こう会 午前９時30分（集合） ウォーキングに関心のある方 河原町コミュニティセンター(集合)

12（水）３歳児健診 午後１時～１時30分（受付）Ｈ30.10～ 12月生まれ 用瀬保健センター

19（水）６ヶ月児健診１歳６か月健診

〈受付〉
6健：午後１時00分～１時20分
1.6健：午後１時30分～１時50分

６健：R３. ５月～６月生まれ
1.6健：R２. ５月～６月生まれ 用瀬保健センター

24（月）がんばろう会 午前９時30分（集合） 健診で血糖値が高いと言われた方 河原町老人福祉センター

25（火）２歳児歯科健診 午後１時～１時15分（受付）R１.12～ R２. ２月生まれ 用瀬保健センター

＊鳥取市保健所（駅南庁舎）又は他の支所での乳幼児健診を希望される場合は、事前に市民福祉課までご連絡ください。
　市民福祉課： ７６－３１１３
＊１月の定期健康相談はお休みします。次回の定期健康相談は２月７日（月）に予定しています。
＊新型コロナウイルス感染症の発生状況により、事業の中止又は延期となる場合があります。

１月の税金 〈納期限１月31日（月）〉
市県民税　 第４期分
国民健康保険料 第８期分
介護保険料（普通徴収） 第７期分
後期高齢者医療保険料（普通徴収） 第７期分

　今年もよろしくお願いいたします。
　新しい１年がお子様、保護者の皆様にとって笑顔
がたくさんの年になりますよう、
心からお祈りいたします。

１月誕生会
　１月生まれのお友だちが遊びに来られた時、いつで
もお祝いします。お誕生日カードをプレゼントします。

書き初めをしよう
11日（火）～ 14日（金）10：00～ 11：00
　今年１年、『いいことが起こりますように』と願
いを込めて親子で書きましょう。
　小さいお友だちなので、絵の具やペンを使う予定
ですが、汚れてもいい服で来てくださいね。
　※予定は変更になる場合があります。

河原あゆっこ園子育て支援センター「ほのぼの広場」
場所：鳥取市河原町長瀬48－１（河原あゆっこ園内）

（0858）85－2750
　開 園 日：毎週月曜日～金曜日
　開園時間：９：00～ 15：30
子育て相談（電話・面接）
　開 園 日：毎週月曜日～金曜日
　開園時間：10：00～ 15：30　※祝日はお休みです。

日 月 火 水 木 金 土

年 始 休

年 始 休 年 始 休 可 燃 ご み プラスチック 可燃ごみ 小 型 破 砕
白トレー

成 人 の 日 可 燃 ご み
PETボトル

プラスチック 可燃ごみ ビン・缶
白トレー

可燃ごみ 小型破砕 プラスチック
古紙（河・国）

可燃ごみ ビン・缶
白トレー

可燃ごみ 小型破砕
PETボトル

プラスチック
古紙（八･西･散）

可燃ごみ ビン・缶
白トレー

可燃ごみ

●大型ごみは戸別有料収集です。因幡環境整備（ 87-6668）に依頼してく
ださい｡
●古紙類は希望された集落のみ回収します。
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