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●注射のとき犬が暴れる場合があります。必ず、押さえる
ことのできる飼い主が連れてきてください。

●犬同士がケンカをしないよう、十分注意してください。
●フンの始末は、飼い主が責任を持って行ってください。
●体調の悪い犬、病気治療中の犬は、獣医師などと相談の

うえ、後日注射を受けてください。

　市内の指定動物病院でも、狂犬病予防注射とあわせて、
犬の登録や狂犬病予防注射済票の交付ができます。

【案内通知がある場合】
　本市から届いた案内通知を必ず動物病院にお持ちくださ
い。狂犬病予防注射済票の交付に必要です。

【案内通知がない場合】
　動物病院での狂犬病予防注射を受けた後、生活安全課、
生活環境課、または各総合支所市民福祉課での注射済票交
付手続きが必要になります。転居などにより、案内通知が
届いていない人は、再発行しますので生活安全課までご連
絡ください。

飼い犬の登録と狂犬病予防注射のお知らせ
問 生活安全課（鳥取県東部庁舎内）   0857-20-3675  0857-20-3687

　平成 31 年度の狂犬病予防注射（集合注射）は、次
のとおりです。3 月下旬に送付した案内通知と手数料
を持参のうえ、各会場で注射を受けてください。
　案内通知の裏面に「狂犬病予防注射における問診票」
が記載されています。注射を受ける前に、問診票の項
目チェックをお願いします。なお、問診票の「元気・
食欲」を除く項目に該当がある場合、注射は接種でき
ません。
※生後 91 日を経過した犬の所有者は、市区町村への

登録（鑑札の装着）と毎年１回の狂犬病予防注射（狂
犬病予防注射済票の装着）が義務付けられています。

【料金】 ▶新規：6,050 円
 （登録料：3000 円 + 予防注射料：2500 円 + 手数料：550 円）
 ▶継続：3,050 円
 （予防注射料：2500 円 + 手数料：550 円）
※  の飼い犬表示シールは、別途 80 円が必要です。

注射会場内での注意事項

動物病院での狂犬病予防注射について

【集合注射日程（鳥取地域）】
実施日 時　間 会　場

4/4（木）

 9:30 ～ 9:40 岩坪公民館

 10:00 ～ 10:10 神戸地区公民館

 10:30 ～ 10:40 大和地区公民館

 10:55 ～ 11:05 美穂地区公民館

4/5（金）

 9:30 ～ 9:50 面影地区公民館

 10:10 ～ 10:30 大杙 2 区集会所

 10:45 ～ 11:05 雲山南団地集会所

4/8（月）

 9:30 ～ 9:45 明治地区公民館

 10:10 ～ 10:20 豊実地区公民館

 10:35 ～ 10:50 松保地区公民館

 11:05 ～ 11:20 西里仁公民館

4/11（木）

 9:30 ～ 9:45 東吉成会館

 10:00 ～ 10:15 大覚寺公民館

 10:30 ～ 10:50 美保地区公民館

4/12（金）

 9:30 ～ 9:50 湖山西地区公民館
（国際交流プラザ）

 10:10 ～ 10:30 賀露 7 区公民館

 10:50 ～ 11:10 賀露 6 区公民館

4/14（日）  9:00 ～ 11:30 鳥取市役所

4/16（火）

 9:30 ～ 9:40 円通寺児童館

 10:00 ～ 10:10 東馬場集会所

 10:30 ～ 10:45 国安集会所

4/17（水）
 9:30 ～ 10:10 若葉台地区公民館

 10:30 ～ 10:40 米里地区公民館

4/18（木）
 9:30 ～ 10:00 岩倉地区公民館

 10:20 ～ 10:50 稲葉山地区公民館

実施日 時　間 会　場
4/18（木）  11:05 ～ 11:15 修立地区公民館

4/19（金）

 9:30 ～ 9:40 湖南地区公民館

 9:50 ～ 10:10 JA鳥取いなば大郷ふれあい館

 10:30 ～ 11:00 美萩野１丁目集会所

 11:15 ～ 11:25 末恒地区公民館

4/22（月）

 9:30 ～ 9:40 東郷地区公民館

 10:00 ～ 10:10 大正地区公民館

 10:30 ～ 10:40 高草人権福祉センター

 11:00 ～ 11:10 千代水地区公民館

4/23（火）

 9:30 ～ 9:50 城北地区公民館

 10:10 ～ 10:25 北園ふれあい会館

 10:45 ～ 11:20 浜坂地区公民館

4/24（水）

 9:30 ～ 9:40 江山人権福祉センター

 10:05 ～ 10:20 聖神社駐車場

 10:30 ～ 10:40 西人権福祉センター

　電子申請サービスで、飼い犬登録の軽微な変更手続
き（市内での転居や譲渡に伴う変更）や死亡手続きが
行えます。本市公式ホームページをご利用ください。
犬の登録、変更の届け出、狂犬病予防注射済票の交付窓口
問 生活安全課  0857-20-3675
問 本庁舎生活環境課  0857-20-3218
問 各総合支所市民福祉課（  12 ページ）
※駅南庁舎の窓口は、2 月末日をもって廃止とな

りましたのでご注意ください。
犬や猫の飼い方、苦情についての相談窓口
問 生活安全課（鳥取県東部庁舎内）

 0857-20-3675

市税・社会保険料などは納期限内に納付しましょう
問 駅南庁舎債権管理課   0857-20-3433  0857-20-3403

市税・社会保険料の納付は口座振替が便利
　口座振替は、指定した口座から自動的に税金などが
支払われますので、納め忘れがなく、支払いの手間も
かかりません。Ａ：ペイジーによる申し込みか、B：金
融機関への申し込みのいずれかをご利用ください。

【A：ペイジーによる申し込みの場合】
■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
■申込方法
　市役所本庁舎・駅南庁舎・各総合支所の窓口でお申
し込みできます。キャッシュカード、本人確認書類、
納税通知書（納付書）を持参し、手続きしてください。
※カードの名義人ご本人のみの受付となります。

【B：金融機関への申し込みの場合】
■利用可能な金融機関
　市内に営業店舗をもつ金融機関の各本店・支店・出

張所（全国）および倉吉信用金庫（ただし、商工組合
中央金庫は鳥取支店のみ）
■申込方法
　預金口座のある取扱金融機関の窓口でお申し込みで
きます。通帳、届出印、納税通知書（納付書）を持参し、
手続きしてください。
※給与・年金などから特別徴収（天引き）されている

人は対象外です。
※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。

市税・社会保険料は、コンビニで納付できます
　市税・社会保険料については、コンビニで納付でき
ます。なお、納付期限を過ぎた場合は、コンビニでは
納付できませんので、ご注意ください。
※市税・社会保険料の納付が遅れると、督促手数料や

延滞金が加算される場合があります。納め忘れに注
意しましょう。

平成 31 年度市税・社会保険料の納期限日一覧
納付月

種　別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

税

市・県民税

期
別
と
各
納
期
限

第１期・全期
7月1日

第２期
9月2日

第３期
10月31日

第４期
1月31日

・固定資産税
・都市計画税

第１期・全期
5月31日

第２期
7月31日

第３期
1月6日

第４期
3月2日

軽自動車税 全期
5月31日

保
　
険
　
料

国民健康保険料
第１期・全期
7月1日

（7月1日）

第２期
7月31日

（7月29日）

第３期
9月2日

（8月28日）

第４期
9月30日

（9月30日）

第５期
10月31日

（10月28日）

第６期
12月2日

（11月28日）

第７期
1月6日

（12月30日）

第８期
1月31日

（1月28日）

第9期
3月2日

（2月28日）

第10期
3月31日

（3月30日）

・後期高齢者
  医療保険料
・介護保険料

第１期・全期
7月31日

（7月29日）

第２期
9月2日

（8月28日）

第３期
9月30日

（9月30日）

第４期
10月31日

（10月28日）

第５期
12月2日

（11月28日）

第６期
1月6日

（12月30日）

第７期
1月31日

（1月28日）

第８期
3月2日

（2月28日）

※税は納期限日が口座振替日ですが、保険料は（　）内の日付が口座振替日となっています。
※上記は、自分で支払手続きを行う普通徴収での納期限です。

外国人留学生インターンシップ受入企業募集
問 第二庁舎経済・雇用戦略課   0857-20-3249  0857-20-3046

　本市と鳥取市国際経済発展協議会は、高い語学力や優れた
国際感覚を有する外国人留学生に、圏域の経済成長を担う貴
重な人材として定着・活躍してもらうため、昨年度から外国
人留学生地域就労支援事業を始めています。平成 31 年度も海
外への事業展開を目指すインターン受入企業を募集します。
対　　象　海外展開を検討しながら人材確保にお困りの市内

企業
参加学生　外国人留学生　※日本語能力試験 N3 以上
受入時期　8 月～ 9 月の 5 ～ 10 日
※くわしくは本市公式ホームページを確認してください。

■平成30年度参加留学生の感想

ホアンキム・ティエンさん
（27 歳 ベトナム）
公立鳥取環境大学 大学院 1 年生
受入先：リバードコーポレーション（株）

　自分のアイデアを取り入れた試作品が完成
し、高く評価してもらえて感動しました！鳥取
での就職を目指して、さらなる能力の向上をめ
ざします！

※昨年度は宝く
じの助成金で
実施しました。


