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下町・新町・南川
桜馬場・湯川・湯花
法楽寺・小畑
水谷・小別所
越水・越路ケ丘
寺内・宮方

今町・仲町
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木梨・岡井
重山・梶掛
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二ツ家・閉野・広木

古仏谷・来日・鷲峰 矢原・河内上・河内下
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加治町・山根町
立町・大工町

紺屋町・ひまわり
上町・殿町
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編集・発行

鳥取市

支所・主な施設への直通電話

令和4年12月31日現在（前月比）  人口／3,424人(－4)  男／1,664人(－6)  女／1,760人(＋2)  世帯数／1,431世帯（－1）

■地域振興課 30-8682
■市民福祉課 30-8684

■こじか保育園・幼稚園 84-2251
■トレーニングセンター 84-2131

■産業建設課 30-8686
■教育委員会分室 30-8687

鳥取市鹿野町総合支所 地域振興課　〒689-0405 鳥取市鹿野町鹿野1517
0857-84-2011  0857-84-2598 sk-chiiki1@city.tottori.lg.jp

【問い合わせ先】市民福祉課 　  30-8684
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２月1６日（木）～3月1５日（水）
確定申告・市県民税の申告相談のお知らせ

申告に必要なもの

ご注意ください！！
　集計等ができている方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。

①事業所得（営業・農業・漁業など）、不動産所得(地代・家賃
など)がある人は収支内訳書（領収書持参）
　また、昨年の申告資料（申告書の控え、収支内訳書、減価
償却内訳書など）もご持参ください。
②障害者控除を受ける場合は、障害者手帳
③障害者手帳をお持ちでない65歳以上の人で要介護認定
を受けている人は「障害者控除対象者認定書」
④医療費控除を受ける人は、受診者ごと、医療機関、薬局ご
とに集計をしておいてください
⑤太陽光発電で売電収入がある方は、収入明細や設備導入
の経費（設置補助金・ローン計算書）や維持費用の書類と
今年の総発電量（自宅のパネルから年間発電量を確認） 
⑥マイナンバーがわかるもの及び本人確認書類（免許証など）
⑦前回の確定申告時の利用者識別番号の通知書

※確定申告が必要な方は 「とっとり市報1月号８～９
ページ」もご覧ください。

総合支所で受付できないもの
　総合支所では、次に該当する人は受付できませんので駅
南庁舎の申告会場をご利用ください。
　①青色申告を行う人
　②分離課税される所得の申告が必要な人
　　（土地・建物・株式等の売却、配当所得の分離課税での
申告）
　③損失繰越の申告を行う人
　④過年分（R3年分以前）や更正の申告を行う人
　⑤山林所得の申告を行う人
　⑥新規の住宅ローン控除の申告を行う人
　⑦暗号資産（仮想通貨）取引に係る申告を行う人

◆申告会場　各総合支所 会議室
◆受付時間　〈午前〉9時～12時
　　　　　　〈午後〉1時～4時［確定申告日程表］
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確定申告会場：鳥取税務署
市県民税申告会場：市役所本庁舎２階

青谷町総合支所をご利用ください。

気高町総合支所をご利用ください。

気高町総合支所をご利用ください。

気高町総合支所をご利用ください。

【休日申告】

確定申告会場：鳥取税務署
市県民税申告会場：市役所本庁舎２階【休日申告】

気高町総合支所をご利用ください。
気高町市民福祉課　 ０８５７－３０－８６７４

青谷町総合支所をご利用ください。
青谷町市民福祉課 　０８５７－３０－８６９４



日時 2月18日（土） 10時30分～
場所 鹿野学園流沙川学舎図書館
内容 読み聞かせ＆かんたんな工作
対象 どなたでも（参加無料）　
定員 5組程度（申込締切 2/17まで）
【申込先】鹿野図書室（

まちの行事
日にち 時間 イベント 問い合わせ先

6 （月）10:00 続けてみよう
ストレッチ教室

市民福祉課

2（木）10:00 きらり☆えがおの会 市民福祉課

3（金） 9:30 にこにこ教室 市民福祉課

17（金） 9:30 にこにこ教室 市民福祉課

1月21日(土)から
3月26(日)まで

第3回しかのひなまつり
スタンプラリー

往来交流館

13（月） 9:30 しゃんしゃん体操教室 鹿野公民館

27（月） 9:30 しゃんしゃん体操教室 市民福祉課

18 （土）10:30 2月のおはなし会 鹿野図書室

※イベント詳細は各関係機関にお問い合わせください。

鹿野往来交流館童里夢 38-0030

市民福祉課 30-8684
鹿野地区公民館 38-0022

鹿野図書室 84-2131
地域振興課 30-8682

2月のおはなし会

健康診査・がん検診の受診を
忘れていませんか？

※新型コロナウイルス感染予防のため日程が
　変更または中止となる場合があります

鹿野図書室でも借りられます
鹿野図書室　 84 2131
【開室時間】 月・土 ８：45 ～ 17：15

火～金 ８：45 ～ 17：30
鹿野学園 流沙川学舎図書館　 84 1102
【開館時間】 月～金 15：00 ～ 19：00

土 10：00 ～ 17：00
●休室日・休館日は、日曜日・祝日です。

今月のおすすめ本図書案内
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　大好評だった『山陰駅
旅』の新作がついに登
場！
　鳥取県を走る6路線の
全ての駅に兵庫県・岡山
県の52駅を加えた全130
駅が掲載されています。
　駅舎だけでなくその地
域の風景や名所も写真付
きで紹介されているの
で、小さいとき旅行した
ことや通学していた時の
ことなど思い出が蘇って
きて・・・久しぶりに汽車
に乗りたくなる一冊で
す。

　本市の実施する、国保特定健診やがん検診など
の各種成人検診は、令和５年２月２８日（火）で受
診期間が終了します。まだ受診されていない方
は、お急ぎください。※受診の際は、必ず健診機関
に予約をしてください。

　青少年育成鳥取市民会議では、毎月第3日曜日を
「家庭の日」とし、啓発に努めています。寒い季節は、
部屋で子どもと一緒に過ごす時間も多くなります。ト
ランプなど簡単なゲームを取り入れて会話を増やし
ませんか。家族のふれあいを大切にしましょう！　

毎月第3日曜日は「家庭の日」

（鳥取市鹿野町地域）
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プラスチック
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小型破砕
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可燃ごみ
ペットボトル
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食品トレイ
プラスチック

食品トレイ
プラスチック

食品トレイ
プラスチック
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令和5年2月 ごみ収集カレンダー

鹿野町総合支所HPでは年間のごみ収集カレンダーをご覧いただけます！

可燃ごみ
ペットボトル

【問い合わせ先】市民福祉課 　  30‐8684

〇行政相談 10：00 ～ 11：30
9日（木） 相談員　谷口康夫さん

〇一般相談 ９：30 ～ 11：00
2日（木） 相談員　永原正幸さん
16日（木） 相談員　飯田秀篤さん

〇人権相談 ９：30 ～ 11：30
16日（木） 相談員　飯田耕一郎さん

■会場　鹿野町老人福祉センター

2月の相談開設日

22 （水）10:00 鹿野町コスモス会 市民福祉課

26（日） 9:00 亀井さん検定
【初級・中級・上級】

地域振興課

【問い合わせ先】地域振興課 　  30‐8682

「鳥取駅旅 -鳥取全駅＋兵庫・岡山52駅」
今井出版
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もうすぐ終了
！！


