
地域振興課

市民福祉課

産業建設課

教育委員会分室

佐治地区公民館

さじアストロパーク

国保診療所 医科

　　　　　 歯科

佐治人権福祉センター

さじ保育園

佐治小学校

千代南中学校

88-0211
88-0212
88-0215
88-0218
88-0228
89-1011

88-0127
88-0818
88-0806
88-0850
88-0351
87-2014

編集・発行　　佐治町総合支所　地域振興課　鳥取市佐治町加瀬木２５１９-３
〒689-1313 0858-88-0211 0858-89-1552

sj-chiiki@city.tottori.lg.jp

鳥 取 市
佐治地域の
人口と世帯

男 ８１２人（－２） 計 １,７４６人（－５）

女 ９３４人（－３） 世帯数　　　　 ７５３世帯（－１）
令和３年１月１日現在　（　）は前月比
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令和２年度　町民スポーツ大会　結果

大　会　名 実　施　日 会　場
成　績

１組 ２組 ３組 ４組 ５組 ６組 ７組
第19回 町民

ソフトバレーボール大会
第24回

グラウンドゴルフ大会
第19回

町民レクスポ祭
第52回

町民卓球大会
第3回

町民ボッチャ大会

６月７日(日)

８月23日(日)

10月11日(日)

11月３日(火・祝)

12月６日(日)

佐治町B&G
海洋センター

佐治町
多目的運動広場

佐治町B&G
海洋センター
佐治町B&G

海洋センター
佐治町B&G

海洋センター

コロナ感染対策による中止

コロナ感染対策による中止

４ １ ３ １ ２ １ ０

２ １ ４ １ ３ １ ０

３ １ ２ １ ４ １ １

合　計　得　点 ９点 ３点 ９点 ３点 ９点 ３点 １点

第３回町民ボッチャ大会 5組 3連覇！
　第３回町民ボッチャ大会を１２月６日（日）、
佐治町Ｂ＆Ｇ海洋センターで開催しました。佐
治町内全７組から１６チーム４８名が参加し、
結果は優勝５組A、最優秀選手田中豊朗さん、
敢闘賞下田征樹さんでした。成績上位の皆さ
ま、おめでとうございます。
　令和２年度町民スポーツ大会総合成績は、
下表のとおりとなりました。本年度は新型コ
ロナウイルス感染症対策のため2競技を中止
したため、総合順位は出していません。

【お問合せ】 教育委員会事務局佐治町分室 ８８－０２１８
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【お問合せ】 市民福祉課 ８８－０２１３

◆昨年の確定申告用　利用者識別番号          
◆昨年の申告書の控え          
◆収入金額と必要経費がわかる収支内訳書（領収書持参）
　（農業所得等事業の申告の必要な方）          
◆申告者（本人）及び扶養親族等のマイナンバー          
◆源泉徴収票や支払い証明書（給与・年金など）          
◆医療費控除書類
　（医療費控除を受ける人は、医療費明細書を作成のこと）         
◆還付がある人は本人名義の口座のわかるもの          
◆生命保険料、地震保険料控除を受ける場合は支払証明書          
◆印鑑　　　　　　          

確定申告相談のお知らせ

☆☆申告相談日程表☆☆

期　日 会　場
対　象　の　集　落

午　前　の　部
（受付）午前９時～11時

午　後　の　部
（受付）午後１時～３時

　　９日（火）
 

　１０日（水）
 

　１１日（木）
 

　１２日（金）
 

　１５日（月）

2月16日（火）～2月26日（金） 受付時間は佐治町と同様です。
（※土・日・祝日は除く）

3月1日（月）～3月8日（月）

3月 プラザ佐治
記念ホール

津無　栃原 
  
大井　高山　畑
  
森坪　福園　つく谷
  
小原　上大井　加瀬木
  
葛谷　ほき元　尾際

刈地　下加瀬木 
 　 
上葛谷　万蔵　大水　小田　細尾

古市　渕尻 
  
津野　河本 
  
余戸　中 

ご注意点

準備・持参するもの

　令和２年分の所得税・市県民税の確定申告相談及び申告書を、下記の申告相談日程表のとおりに
受付しますので、必要書類などご準備のうえお越しください。また、相談者は、新型コロナウイルス
感染対策で密集をさけるため、対象集落の指定日においでください。
　なお、この申告により、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、児童手当等の判定資料になります。申告に関する詳しいことについては、「とっ
とり市報１月号」をご覧ください。

○誰の扶養にもなっておらず昨年中に収入がない、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。申告しない
と、保険料の軽減算定の対象になりません。

○株式や不動産の譲渡所得、新規の住宅ローン控除の所得税申告相談は、駅南庁舎の申告会場で
お願いします。佐治・用瀬・河原の申告会場では受付できません。

　【駅南庁舎のみ２月２１日（日）及び２月２８日（日）も申告相談の受付けが可能（予約制）】

令和３年期 間 2月16日（火）～3月15日（月）
＜感染対策のため、必ずマスクを着用してください。〉

（注）新型コロナウイルス感染防止対策のため、河原・用瀬会場の申告相談は事前予約制となっています。

用瀬町総合支所裏 仮事務所
（　 ８７－２１１１）

河 原 町 総 合 支 所
（　 ７６－３１１１）
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ＳＡＪＩ地域の話題をピックアップ！

佐治町コミュニティセンターの指定管理者について

【お問合せ】教育委員会事務局佐治町分室 ８８-０２１８

【申し込み・お問合せ】鳥取市南部地域包括支援センター 0858-76-2351

　令和3年4月1日より、佐治町コミュニティセンターは指定管理者制度の導入により次の
者が施設の管理を行う予定です。

　12月24日（木）さじ保育園に、子どもたち待
望のサンタクロースがプレゼントを持って
やって来ました。部屋に現れたサンタクロー
スを見て泣き出す子もいましたが、年中児、年
長児は1年ぶりのサンタクロースの来訪に、
とてもうれしそうでした。クリスマスの歌、ハ
ンドベルを披露し心を込めてサンタクロース
を歓迎し、年長児が考えた質問にサンタク
ロースは一つずつ丁寧に答え、子どもたちは
驚いたり喜んだりして、楽しく過ごしました。

さじ保育園にサンタクロースがやって来た

参加者募集!! ～おたっしゃ教室～
　いつまでも健康で自分らしい生活をおくるために、令和3年４～６月の介護予防教室（おたっ
しゃ教室）の参加者を募集します。参加をご希望の方は、２月２６日（金）までに下記へお申し込
みください。

対　象
医師から運動制限を受けていない満６５歳以上の方
※医師から運動制限を受けている方、介護保険または総合事業で通所系サービスを
　利用している方を除く

内　容 転倒予防体操、食生活栄養相談、歯と口の健康学習、知的学習など

日　時 ４月～６月の毎週火曜日（全１２回）
午後２時～４時
※各開催日は、祝祭日など振替になることがあります。

会　場 佐治町コミュニティセンター（希望の方には送迎します。）

参加費 １回あたり500円

住所　用瀬町別府96-2（用瀬保健センター内）

〇施　 設　 名　鳥取市佐治町コミュニティセンター（住所：鳥取市佐治町加瀬木2542－1）

〇指定管理期間　令和3年4月1日から令和6年3月31日まで（3年間）
〇指定管理者として指定された団体
　団体名：特定非営利活動法人さじ未来（住所：鳥取市佐治町加瀬木2542－1　  88-0228）
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ＳＡＪＩ地域の話題をピックアップ！

佐治町コミュニティセンターの指定管理者について

【お問合せ】教育委員会事務局佐治町分室 ８８-０２１８

【申し込み・お問合せ】鳥取市南部地域包括支援センター 0858-76-2351

　令和3年4月1日より、佐治町コミュニティセンターは指定管理者制度の導入により次の
者が施設の管理を行う予定です。

　12月24日（木）さじ保育園に、子どもたち待
望のサンタクロースがプレゼントを持って
やって来ました。部屋に現れたサンタクロー
スを見て泣き出す子もいましたが、年中児、年
長児は1年ぶりのサンタクロースの来訪に、
とてもうれしそうでした。クリスマスの歌、ハ
ンドベルを披露し心を込めてサンタクロース
を歓迎し、年長児が考えた質問にサンタク
ロースは一つずつ丁寧に答え、子どもたちは
驚いたり喜んだりして、楽しく過ごしました。

さじ保育園にサンタクロースがやって来た

参加者募集!! ～おたっしゃ教室～
　いつまでも健康で自分らしい生活をおくるために、令和3年４～６月の介護予防教室（おたっ
しゃ教室）の参加者を募集します。参加をご希望の方は、２月２６日（金）までに下記へお申し込
みください。

対　象
医師から運動制限を受けていない満６５歳以上の方
※医師から運動制限を受けている方、介護保険または総合事業で通所系サービスを
　利用している方を除く

内　容 転倒予防体操、食生活栄養相談、歯と口の健康学習、知的学習など

日　時 ４月～６月の毎週火曜日（全１２回）
午後２時～４時
※各開催日は、祝祭日など振替になることがあります。

会　場 佐治町コミュニティセンター（希望の方には送迎します。）

参加費 １回あたり500円

住所　用瀬町別府96-2（用瀬保健センター内）

〇施　 設　 名　鳥取市佐治町コミュニティセンター（住所：鳥取市佐治町加瀬木2542－1）

〇指定管理期間　令和3年4月1日から令和6年3月31日まで（3年間）
〇指定管理者として指定された団体
　団体名：特定非営利活動法人さじ未来（住所：鳥取市佐治町加瀬木2542－1　  88-0228）
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「玉手箱」の中身は？

おやつが食べたい
ちょこっと
健康講座！

杉本保健師の

　小惑星探査機「はやぶさ２」が、2020年12月5日深夜
から６日未明にかけて地球に再接近しました。小惑星

「リュウグウ」の材料が入っているカプセル(玉手箱)を
地球に向かって放出し、カプセルは無事日本に持ち帰
られました。そしてカプセルの中に予想以上にたくさ
んの物質が入っていることがわかりました。リュウグ
ウはC型の小惑星で、私たちの身体を構成している水

や有機物が多くある天体と考えられています。今回のはやぶさ２の成功により、地球の海
や生命の起源の解明につながることが期待されています。「玉手箱」の中身はまさに人類
の宝といえるでしょう。これからの詳しい調査が楽しみですね。

鳥取市さじアストロパーク　宮本敦

　仕事をしながら・・・ひと口。テレビを見ながらなんとなく。無意識のうちに
お菓子を食べていませんか？そのひと口のエネルギー量を知っていますか？

　容器包装に入れられた加工食品には、栄養成分表示として「エネル
ギー」「たんぱく質」「脂質」「炭水化物」「ナトリウム(食塩相当量に換算
したもの)」の５項目が表示されることとなっています。

【お問合せ】市民福祉課 ８８－０２１３

はやぶさ２とカプセル(撮影：さじアストロパーク)

おやつを買うときは栄養成分表示を活用しよう！

これでウォーキング(速歩)50分 (250Kcal)

大福1個
(120ｇ)

クッキー2枚
(50ｇ)

チョココロネ
(80ｇ)

チョコレート3/4枚
(45ｇ)

どらやき
(85g)

せんべい2枚
(65ｇ)

栄養成分表示
(〇〇ｇ)当たり

エネルギー　　〇〇Kcal
たんぱく質　　　〇〇ｇ
脂質　　　　　　〇〇ｇ
炭水化物　　　　〇〇ｇ
食塩相当量　　　〇〇ｇ

「ジェット機低空飛行」 目撃情報提供のお願い

・目撃日時・目撃場所・飛行方向（西から東方向に飛んでいった等）・機数、機種
・おおよその飛行高度・飛行音の程度・被害の有無

情報提供項目

【お問合せ】地域振興課 ８８－０２１1

 本市域においてジェット機による低空飛行等を目撃された場合は、総合支所地域振興課か鳥取市危機管
理課（　0857－30－8033）、又は鳥取県（　0857－26－7169）に情報をお寄せください。


