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軽自動車税の税率が変わります
問 駅南庁舎市民税課   0857-20-3413
　地方税法の改正に伴い、平成 27 年度から軽自動車税の税率が変更になります。 （単位 : 円）

区　　　　　　　　　分 現　行 新税率 適　　用　　期　　日

原動機付自転車

50cc 以下 1,000 2,000

平成 27 年 4 月 1 日の一律適用
50cc 超 90cc 以下 1,200 2,000
90cc 超 1,600 2,400
ミニカー 2,500 3,700

軽自動車
及び
小型特殊自動車

一
　
　
　
般

二輪車 2,400 3,600
三輪車 3,100 3,900

平 成 27 年 4 月 1 日 以
後に新規登録された車
両に限定して適用

※重課税適用
四輪車

乗用
営業用 5,500 6,900
自家用 7,200 10,800

貨物
営業用 3,000 3,800
自家用 4,000 5,000

専ら雪上を走行するもの 2,400 3,600
農耕用 1,600 2,400
特殊作業用 4,700 5,900

二輪の小型自動車 4,000 6,000
※平成 28 年 4 月 1 日以後の賦課期日現在（毎年 4 月 1 日）において、新規登録から 13 年を経過した車両は、重課

税されます。

法人住民税の法人税割の税率が変わります
問 駅南庁舎市民税課   0857-20-3416
　平成 26 年度の税制改正で法人住民税の一部が国税化さ
れることに伴い、法人税割の税率が引き下げられました。
これに併せ、法人住民税法人税割を次のとおり改正します。
　改正後の税率は、平成 26 年 10 月 1 日以後に開始する
事業年度から適用されます。

現　行 改正後 引下げ率
市民税 14.7% 12.1% 2.6%
県民税 5.8% 4.0% 1.8%

計 20.5% 16.1% 4.4%

【イメージ図】
《現　行》 《改正後》

（法人税割）
20.5％

（均等割）

地方法人税
（国税） 4.4%

（法人税割）
16.1％

（均等割）

法　人
住民税

9月10日〜16日は「自殺予防週間」です
〜開こうよ 心の扉 私達と〜 (鳥取市自死予防標語)

問 中央保健センター   0857-20-3194

　全国の自死者数は、平成10年から15年連続で3万人
前後あり、本市でも、平成24年には40人（ 男性31人、
女性9人）の方が自ら命を絶っています。（鳥取県人口
動態統計より）
　自死には、健康問題や経済・生活の問題、うつ病など
さまざまな要因が複雑に関係しています。
　問題に応じた専門窓口もありますので、下記の相談窓口や
心療内科・精神科、かかりつけの病院などに相談しましょう。

【鳥取市こころの相談窓口】
◇中央保健センター   0857-20-3194
◇各総合支所 市民福祉課 保健師   14ページ
◇障がい福祉課 保健師   0857-20-3474

【いのちの電話】
◇鳥取いのちの電話（毎日12:00 〜 21:00）   0857-21-4343
◇自殺予防いのちの電話（毎月10日 8:00 〜翌日8:00）
　　　　　　　　　　　  0120-738-556（通話料無料）

湖山池公園愛称募集
問 本庁舎都市環境課   0857-20-3252

 tosikankyo@city.tottori.lg.jp
　湖山池公園は山陰海岸ジオパークエリアのジオスポッ
トである湖山池を取り囲む湖畔に整備された総合公園で
す。現在、第 30 回全国都市緑化とっとりフェアの主会
場となったお花畑ゾーンの改修工事を進めており、平成
26 年 10 月にオープンする予定です。
　そこで、リニューアルオープンを記念し、親しみやす
い愛称を募集します。

【愛称の条件】
　エリアのイメージが想起されるもの
　親しみやすく、響きが良いもの

【募集対象エリアの概要】
　ポールスミザーさん監修の湖山池ナチュラルガーデン

「とっとり晴れやか庭園」をはじめ、花見場、グラウンドゴ
ルフ場などを含む湖山池東側エリア（湖山町南三丁目、桂見）

【募集期間】9 月 19 日（金）まで
【投票期間】9 月 22 日（月）〜 30 日（火）
【選考方法・表彰】
・公式 HP にて一般投票を行い、獲得数の多い作品の中

から選考委員にて最優秀賞を決定。
・表彰は 10 月 18 日（土）開催予定の「湖山池公園リ

ニューアルオープン記念式典」で行う予定。
・最優秀賞（１作品）を獲得した作品の応募者には、鳥

取市公式インターネットショップ「とっとり市
いち

」2 万
円分ポイントを進呈。

鳥取市で「究極の塩鯖」を堪能！
2014鯖サミット IN 鳥取

問 鳥取の新・ご当地グルメを創る会   0857-28-1004  
 0857-28-8223   http://www.inabanoshiosaba.com

問  第二庁舎経済・雇用戦略課   0857-20-3249
 0857-20-3046   keizai@city.tottori.lg.jp

と　き　9月20日（土）16:00 〜 21:00
　　　　　　21日（日）10:00 〜 15:00
ところ　JR鳥取駅前周辺一帯（バード・ハット一帯）
内　容
　20日　▷塩鯖と「地酒で乾杯」する「SHIOSABAR」

21日　▷八戸「鯖せんべい汁」、小浜「焼き鯖ずし」
など各地の塩鯖料理食べ比べ ▷「因幡の塩鯖
丼」「塩鯖創作」食べ比べ ▷ノルウェー鯖料理
試食ブース ▷「塩鯖料理コンテスト」試食投
票▷全国塩鯖川柳大発表 ▷駐日ノルウェー
王国大使館、塩鯖・鯖文化・鯖ブランドのあ
るマチ・鯖を愛でる専門家集団「全さば連」な
どでくりひろげるÇAVA！ワールドトーク

第15回鳥取三十二万石お城まつり
問鳥取三十二万石お城まつり実行委員会  0857-26-0756

と　き　9 月 27 日（土）　10：00 〜 17：00
 28 日（日）　11：00 〜 17：00
ところ　▷ 27 日：久松公園 ▷ 28 日：とりぎん文化会館

　　　  1 階イベントスペース・久松公園
内　容　備州岡山城鉄砲隊火縄銃演武・伝統芸能・イベント

ステージ・屋台村・鳥取人力車・昔遊び体験・ワン
コイン甲冑体験・お城復元基金・パネル展示　ほか

本市の清掃工場の排ガスは安全です
問 本庁舎生活環境課  0857-20-3217
　本市の可燃物を焼却処理している各清掃工場の排ガス
中に含まれるダイオキシン類などの有害物質の濃度を調
査しました。その結果、法律に定められた排出基準を大
幅に下回り、安全が確認されました。
※焼却炉の規模によって排出基準が異なります。

《単位の意味》
ng（ナノグラム）：10 億分の 1㌘／ mg（ミリグラム）：千分の 1㌘
PPM（ピーピーエム）：百万分の 1㌘
TEQ：毒性等量。ダイオキシン類にはさまざまな種類があるため、それ
　　  ぞれの毒性の強さを換算した係数による毒性を足し合わせた値。
m3N（ノルマル立法メートル）：摂氏 0 度、1 気圧の状態に換算した気体の体積。

清掃工場 調査項目 ダイオキシン類
（ng-TEQ/m3N）

ばいじん
（g/m3N）

窒素酸化物
（PPM）

硫黄酸化物
（m3N/h）

塩化水素
（mg/m3N）

国府町クリーンセンター 排出基準 10以下 0.25以下 250以下 39.7以下 700以下
測定値 0.67 0.041 84.0 0.033 15.9

レインボーふくべ 排出基準 10以下 0.25以下 250以下 15.4以下 700以下
測定値 0.23 0.024 171.0 0.13 16.9

ながおクリーンステーション 排出基準 10以下 0.15以下 250以下 39.6以下 700以下
測定値 0.048 0.003 98.5 0.29 93.5

祝日のごみ収集（鳥取地域）
問 本庁舎生活環境課  0857-20-3217

月 日 可燃ごみ 古紙類 ペットボトル プラスチック 食品トレイ・資源ごみ
小型破砕ごみ

9月15日（月）
（敬老の日） 該当地区は収集します 該当地区は17日（ 水 ）に

振り替えて収集します
該当地区は
収集します お休みします

9月23日（火）
（秋分の日） 該当地区は収集します 該当地区は24日（ 水 ）に

振り替えて収集します お休みします

※朝８時までに必ずごみを出してください。
※新市域については総合支所だよりをご覧になる

か、各総合支所市民福祉課（  14 ページ）ま
でお問い合わせください。

レジ袋の削減にご協力を
お買い物は「マイバッグ」で！

乾電池・蛍光管の収集
　他のごみと区別し、それぞ
れ別の透明または半透明な袋
などに入れ、10月1日（水 ）
〜 7日（火 ）の小型破砕ごみ
の収集日（ 鳥取地域 ）にごみ
ステーションに出してくださ
い。蛍光管は購入時のケース
に入れるなど、壊れないよう
にしてください。

10月

恋結びパーティー 2014参加者募集
問コリドー 21 事務局（香美町役場 企画課 企画調整係）

（〒669-6592  兵庫県美方郡香美町香住区香住 870-1）
 0796-36-1962  0796-36-3809
 kikaku@town.mikata-kami.lg.jp

と　き　11月16日（日）15:00 〜 18:00
　　　　※男性のみ事前レクチャあり　14:30 〜
ところ　CAFE@RAY GARDEN（福部町湯山）
対　象　概ね30 〜 45歳の独身男女　各20人
　　　　※香美町・新温泉町・鳥取市・岩美町・八頭町・若桜町に在住・在勤の方
　　　　　※応募者多数の場合は抽選により参加者を決定
参加費　男性2500円、女性1500円　※当日集金
申込み　①氏名、②年齢、③性別、④住所、⑤電話番号、
　　　　⑥メールアドレス、⑦ニックネームを明記の
　　　　うえ、はがき、ファクシミリ、電子メールのい
　　　　ずれかで10月31日（金）までに問い合わせ先へ


