
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、イベントや講座などは中止・延期・内容が 変更になる場合があります。最新の情報は、本市公式ホームページか、各問合せ先でご確認ください。

事業所・家
い え  や  し き

屋敷課税
問	本庁舎市民税課
	0857-30-8146		 	0857-20-3921

　個人に係る市・県民税（住民税）には、本市
に住民登録していなくても、本市内に事務所や
事業所、または住宅を有する人を納税義務者と
する「事業所・家屋敷課税」があります。
　これは、本市で事業を行っている事務所や事
業所、人が居住できる状態にある住宅の実質的
な支配権を持つ人に、除雪や消防、道路整備な
ど、本市の行政サービスに対する応分の負担と
して、住民税の均等割額（5500 円）を納めて
いただくものです。

【納税義務を負う人】※①と②、両方に該当
①当該年度の住民税が鳥取市以外で課税さ
れている。
・転出や単身赴任など、鳥取市外で生活
している

・鳥取市内に住所登録が無い人
・1 月 1日以降に鳥取市に転入した		など
②１月１日現在、鳥取市内に事務所または
事業所、あるいは自己または家族が住む
ことを目的とした住宅がある。

　住宅などの保有や老朽状況、入居者の有無な
どで課税に該当しない場合があります。詳しく
は市民税課へご相談ください。

図書館だより
休館日：毎週火曜日、毎月最終の木曜日

■中央図書館	 	0857-27-5182	 0857-27-5192
開館時間	9:00 ～ 19:00（土・日曜は 17:00 まで）

■気高図書館	 	0857-37-6036	開館時間	10:00 ～ 18:00
■用瀬図書館	 	0858-87-2702	開館時間	10:00 ～ 18:00

企画「BOOK袋でひろがるあなたの世界」
　おすすめの本 2～ 3 冊を BOOK 袋（福袋）
にして通常の貸出にプラスして貸出します。
と　き	 10 月 29日（金）～ 31日（日）
	 9:00 ～　※なくなり次第終了

※大人向け 100 セット、子ども向け
70セットを 3日間に分けて貸出

ところ	 中央図書館新刊コーナー付近
●BOOK 袋（福袋）に参加してみませんか？
　あなたのおすすめの本をBOOK袋にしま
す。詳しくは中央図書館まで。

ストーリーテリングを楽しもう
と　き	 10 月 30日（土）
	 ①13:30～14:00、②14:05 ～15:00
ところ	 中央図書館多目的ホ－ル
講　師	 米子おはなしかご
内　容	 ①子どものためのおはなし会
	 ②大人のためのおはなし会
対　象	 ① 5 歳以上の子ども・大人
	 ②大人のみ
定　員	 ① 10 組、② 20人
	 ※要申し込み・先着順

宅地分譲

望
のぞみまち

町団地（青谷町）
問	鳥取県住宅供給公社事務局
	0857-27-7333
	http://www.jkk-tottori.or.jp

※定期借地権付土地制度を活用し、より少ない資
金でマイホームが取得できます。

販売区画数	 15 区画
販売単価	 3.3 平方㍍（1坪）当たり
	 4.4 万円～ 5.0 万円
	 1平方㍍当たり 13,200 円～ 15,100 円
販売価格	 400 万円台（14区画）

～ 500万円台（1区画）
面　　積	 298.85 平方㍍（90.40 坪）

～ 357.78 平方㍍（108.22 坪）
月額賃料　3,600 円～ 4,300 円
●所在地／鳥取市青谷町養郷
●学　校／市立青谷小学校・市立青谷中学校
●道　路／区画道路幅員 6㍍
※団地内は概ね「土砂災害警戒区域」に指定され
ています。

湯
 ゆ かわ

川住宅団地（鹿野町）
問	鳥取市土地開発公社事務局
	0857-22-4742		 	http://tottori-kk.or.jp

問	本庁舎建築住宅課
	0857-30-8371		 	0857-20-3919

※定期借地権付土地制度を活用し、より少ない資
金でマイホームが取得できます。

販売区画数	 21 区画（モデル住宅展示場1区画含む）
販売単価	 3.3 平方㍍（1坪）当たり 10.5 万円
	 1 平方㍍当たり 31,760 円
販売価格	 7,556,800 円～ 10,354,000 円
面　　積	 237.94 平方㍍（71.97 坪）

～ 326.00 平方㍍（98.61 坪）
月額賃料　5,300円～7,400円（最多6,000円台）
●所在地／鳥取市鹿野町今市
●学　校／義務教育学校市立鹿野学園（流沙川学

舎 1～ 5年、王舎城学舎 6～ 9年）
●道　路／区画道路幅員 6㍍
●その他／しあわせマイホーム支援金制度あり
　　　　　最大 200万円（一定の条件あり）

麒麟のまちアカデミー（鳥取市民大学教養コース）
問	麒麟のまちアカデミー事務局（鳥取市文化センター内）		 	0857-27-5181		 	0857-27-5154
	shidai@tottori-shinkoukai.or.jp		 	http://www.tottori-shinkoukai.or.jp/shidai.html

と こ ろ	 鳥取市文化センター 2階大会議室
受 講 料	 1 回 300 円
申込方法	 申込用紙を各学習日の 7日前までにファクシミリ・メール、郵送、窓口持参のいずれかで

問い合わせ先まで　※詳しくは、チラシかホームページをご覧ください。
■目指せマイスター講座（別会場での講座をスクリーン視聴）　19:00 ～ 20:30

と　　き 内　　　容 講　　　師
11 月 2日（火） アメリカ人とは何かについて考える 矢

	や 	 	 が 	 さ き

ケ﨑淳
じゅん	こ	

子さん（明治大学法学部教授）

11月 9日（火） 感染症と法	－明治以降の歴史と現在の
枠組、そしてこれからの課題－ 小

	こ 	 にしとも 	 よ 	

西知世さん（明治大学法学部准教授）

■知ろうよ鳥取講座　19:00 ～ 20:30
と　　き 内　　　容 講　　　師

11 月 4日（木） 国内外の政治経済 藤
ふじ 	た 	 やすかず

田安一さん（鳥取大学名誉教授）

①	 鶏肉は１㌢角に切り、片栗粉と小麦粉をまぶ
して揚げます。さつまいもは１㌢角に切って
素揚げします。

②	 Ａの材料を小鍋で煮立て、①を入れてからめ
ます。

学校給食レシピ　vol.38

とっとりっ子の「いただきます！」

●国府学校給食センター
若鶏肉とさつまいもの揚げ煮

問 本庁舎学校保健給食課
 0857-30-8417  0857-20-3952

1 人分栄養価
エネルギー 	179	kcal
タンパク質 	7.2	g
脂質 	9.6	g
食塩 	0.5	g

・ご飯
・牛乳
★若鶏肉とさつまいもの揚げ煮
・厚揚げのみそ汁
・秋なすの炒め物

学校給食メニュー 【栄養士一口メモ】　さつまいもは、秋を代表する食
べ物の一つです。脳や体を動かすエネルギー源とな
るでんぷんや、お腹の調子を整える食物繊維が多く
含まれています。ご飯とよく合い、冷めてもおいし
くいただける一品です。

地域で育まれた食材を献立に取り入れ、
児童生徒へその地域の産物のすばらし
さや、風土、食文化を伝えています。

● 材　料（４人分） ●

鶏もも肉 160g すりおろししょうが 2g

片栗粉 18g 砂糖 9g

小麦粉 9g ケチャップ 24g

さつまいも 70g こいくちしょうゆ 6g

揚げ油 適量

⎧

A⎨

⎩

今月の給食目標：元気なからだをつくろう
なっしちゃん
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