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市営住宅入居者募集
問  本庁舎建築住宅課  0857-20-3291  0857-20-3059

■申込書について
配布開始日　1 月 24 日（水）
配布場所　▷建築住宅課（本庁舎１階）

▷駅南庁舎総合案内 ▷各総合支所産業建設課
提出期間　2 月 1 日（木）〜 8 日（木）
提出場所　▷建築住宅課　▷各総合支所産業建設課

※申込書に添付する書類は家族構成、収入状況、住宅事情
などによって異なりますので申込書配布時に説明を受け
てください。また、取得に日数を要する添付書類もあり
ますので早めの手続きをお願いします。

※駅南庁舎総合案内は申込書の配布のみで必要添付書類の
説明、申込書の提出はできませんのでご注意ください。

※住宅の種別や規格によって入居資格要件が異なりますの
で、詳しくは申込書をご覧ください。
※2月募集の提出書類は、他の月と一部異なりますのでご
注意ください。

◆2月募集住宅 （EV）…エレベーター有り

種別 団地名 規格 階数 月額家賃（円）

一　般

青谷 あさひ 2DK 1（EV） 21,800 〜 50,200

旭　　町

2DK 1 17,800 〜 23,600

3DK 2 19,600 〜 25,900

3DK 2 20,400 〜 26,900

3DK 3 21,800 〜 28,700

駅　　南
1DK 1 14,000 〜 18,500

2DK* 4 17,900 〜 23,600

賀　　露

2DK 3 15,400 〜 20,400

3DK 1 25,600 〜 33,800
3DK 4 21,900 〜 28,900

3DK 2 23,300 〜 30,700

2LDK 4（EV） 28,400 〜 37,500

気高 矢口
3DK 1.2 24,800 〜 57,000

3DK 1.2 24,800 〜 57,000

材　　木 2LDK 2 23,000 〜 30,400

鹿野 湯花 3DK 1.2 25,000 〜 57,600

種別 団地名 規格 階数 月額家賃（円）
一　般 西品治北 3DK 1（EV） 29,000 〜 38,300

改　良
河原 下佐貫 3K 1.2 15,000
湖　　山 2LDK 2（EV） 29,200 〜 38,500

高齢者
世話付 賀　　露 2DK 1 22,300 〜 29,500

勤労者 青谷 城山 2DK 1.2 28,000

若者向 青谷グリーン
ハイツあおや 2LDK 2（EV） 45,000

受託県住
倉　　田 3DK 3 18,500 〜 36,300

西 品 治
3DK 2 21,900 〜 42,900

3DK 3 23,400 〜 45,900
　1DK と 2DK は単身者優先、それ以外は家族世帯優先と
なります（ただし､ ＊印は家族世帯優先）。

◆随時募集住宅	 （EV）…エレベーター有り

種別 団地名 規格 月額家賃（円）

一　般

円通寺Ｃ 3DK 26,400 〜 34,900

大　　森 3DK 24,300 〜 32,100

賀　　露
2DK 18,400 〜 31,900

3DK 27,600 〜 36,400

用瀬 城山 2DK 16,300 〜 37,500

玄　　好 3DK 19,000 〜 25,000

鹿野 出合 3K 19,400 〜 40,400

西品治北 3DK 29,000 〜 38,300

改　良 馬　　場 3DK 21,800 〜 28,800

身障者 田　　島 3DK 17,400 〜 23,000

県　住 高　　草 3DK 21,900 〜 47,300

県　住
期限付

国 安 南 3DK 23,400 〜 46,000

宝　　木 3DK 18,600 〜 36,500

※先着順のためすでに入居者が決まっている場合がありま
す。最新の受付状況については、お問い合わせください。

※この他に、高齢者世話付住宅、勤労者住宅、若者向住宅、
特公賃住宅も随時募集しています。

避難行動要支援者支援制度の取り組みを行っています
問駅南庁舎障がい福祉課   0857-20-3474  0857-20-3406、各総合支所市民福祉課（  12 ページ）

～避難行動要支援者支援制度～
この制度を築いていく中で、支援を必要とされている方を見守ることのできる
地域住民同士の結びつきと、お互いに助け合える地域づくりをめざします。
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【制度の目的】
　災害が発生したとき、避難に時間がかかったり、自
力で安全な場所へ避難することが困難なひとり暮らし
の高齢者や障がいのある人が、日頃から必要な支援の
情報などを登録しておくことで災害時における情報伝
達、安否確認などの支援を受けられる体制づくりを促
進しています。

【制度の内容】
　制度に登録された人の情報は、「避難行動要支援者
登録台帳」にして、支援者、地域の支援組織に提供し、
日ごろの見守りと災害発生時の支援体制を整えるため
に活用します。

【制度の登録】
　登録を希望される人は、お住まいの自治会町内会長

（自治会町内会未加入の人は、民生児童委員）へご相
談のうえ、市に申請書を提出してください。登録申請
書は、市障がい福祉課または各総合支所市民福祉課の
窓口、本市公式ホームページからも入手できます。

※平成26年に「災害時要援護者支援制度」から「避難行
動要支援者支援制度」に名称変更しました。災害時要
援護者支援制度時にすでに登録された人の情報は、避
難行動要支援者支援制度に引き継がれていますので、
ご安心ください。

ヘルプマークをご存知ですか？
問駅南庁舎障がい福祉課  0857-20-3474  0857-20-3406
　内部障がいや難病の人、義足や人工関節を使用してい
る人、妊娠初期の人など、援助や配慮を必要としている
人が、周辺の人に配慮を必要としていることを知らせる
ことで、援助を受けやすくなるよう、本市では、「ヘル
プマーク」の普及に取り組んでいます。「ヘルプマーク」
を見かけたら、配慮いただきますようお願いいたします。
●列車・バスの中で、席をお譲りください。
　外見では健康に見えても、疲れやすかったり、つり革
につかまり続けるなどの同じ姿勢を保つことが困難な人
がいます。援助や配慮を必要とすることが外見からは分
からないため、優先席に座っていると不審な目で見られ、
ストレスを受けることがあります。

●駅や商業施設などで、声をかけるなど
の配慮をお願いします。

　交通機関の事故など、突発的な出来事に対して臨機応
変に対応することが困難な人や、立ち上がる、歩く、階
段の昇降などの動作が困難な人がいます。
●災害時は、安全に避難するための支援をお願いします。
　障がいなどにより、状況把握が難しい人、自力での迅
速な避難が困難な人がいます。
　2 月 1 日より、下記の場所でヘルプマークを必要とす
る人に、ヘルプマークを配布します。
○駅南庁舎障がい福祉課、各総合支所市民福祉課
○鳥取県庁障がい福祉課

税金などのお支払いは、口座振替がおすすめ
問駅南庁舎債権管理課   0857-20-3435  0857-20-3403

　自動で引き落とされる『口座振替』なら、納期のたび
に金融機関に行く手間が省け、納め忘れもありません。
口座振替は、ペイジー口座振替受付サービスによる申
込か金融機関への申込のいずれかをご利用ください。
【ペイジーによる申込の場合】
■申込方法

市役所本庁舎・駅南庁舎・各総合支所の窓口で、キャッ
シュカードを使ってその場でお申し込みいただけます。
※カードの名義人ご本人のみの受付となります。
■必要なもの

キャッシュカード・本人確認書類（運転免許証など）・
口座振替を希望する税などの納入通知書
■利用可能な金融機関

鳥取銀行・山陰合同銀行・鳥取信用金庫・中国労働金
庫・ゆうちょ銀行（郵便局）・島根銀行

【金融機関への申込の場合】
■申込方法

金融機関の窓口で口座振替依頼書を受け取り、必要事
項を記入後、その場でお申し込みいただけます。

■必要なもの
通帳・届出印・口座振替を希望する税などの納入通知書
■利用可能な金融機関

鳥取銀行・山陰合同銀行・鳥取いなば農業協同組合・
鳥取信用金庫・みずほ銀行・島根銀行・倉吉信用金庫・
中国労働金庫・三井住友信託銀行・ゆうちょ銀行（郵
便局）・鳥取県信用農業協同組合連合会本所・商工組
合中央金庫鳥取支店・鳥取県信用漁業協同組合連合会
本店
◎取扱税目・料金

市・県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、
国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、
保育所保育料、幼稚園保育料、市営住宅家賃・駐車場
使用料、下水道使用料、集落排水施設使用料、浄化槽
使用料など

※給与・年金などから特別徴収（天引き）されている市税・
保険料は対象外です。

※振替開始期日、申込期限などについては、各担当課へ
お尋ねください。


