
※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。

狂犬病予防注射のお知らせ
問	駅南庁舎生活安全課		 	0857-30-8551		 	0857-20-3962

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、集合
注射は今年度も中止いたします。
　集合注射の利用を予定されていた飼い主のみな
さんには、大変ご迷惑をおかけしますが、市内指
定動物病院で狂犬病予防注射の接種をお願いしま
す。犬の登録や狂犬病予防注射済票の交付など集
合注射と同じ事務手続きが可能です。

注意事項

●必ず動物病院に電話などで予防注射の事前予約
を行ってください（料金の詳細を必ず確認して
ください）。
●注射を受ける際は、必ず市が発行した案内通知
をご持参ください。
※転居、飼い主の変更などにより、案内通知が
届いていない人は、案内通知を再発行します
ので、生活安全課までご連絡ください。

●狂犬病予防注射は 12月末までに必ず行ってく
ださい。
※令和 4年度は新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止のため、接種期間が 12月末ま
で延長されています。

【料金】
▶新規：6100円
登録料（3000 円）+予防注射料（2550 円）
+手数料（550円）
▶継続：3100円
予防注射料（2550 円）+手数料（550円）
※初診料などが別途必要となる場合がありますの
で、各動物病院に事前にご確認ください。

【市内指定動物病院】
動物病院 電話番号

アルファ動物病院
� （湖山町東1丁目） 0857-38-3308

加藤どうぶつ病院（秋里） 0857-38-2882

くのペットクリニック（南隈） 0857-32-2828
くぼた動物病院
� （湖山町東4丁目） 0857-32-7600

ダクタリ動物病院（大覚寺） 0857-26-1008

たなか動物病院
� （吉方町2丁目） 0857-23-0264

たぶち動物病院（桜谷） 0857-26-2753

とくおか動物病院
� （的場3丁目） 0857-53-7287

にしむら動物病院（丸山町） 0857-21-0115

のび動物病院（桜谷） 0857-22-1270

増田イヌ・ネコ病院（田島） 0857-27-4488

もり動物クリニック（吉成） 0857-53-5323

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	駅南庁舎生活安全課	 （ ・ 		上記）
問	各総合支所市民福祉課	（ ・ 		10㌻）
※軽微な変更手続きは、本市公式ウェブサイ
ト（電子申請）もご利用ください。

「とっとり市報」を
リニューアルしました

　紙面の見直しを行い、一部コーナーの掲載
場所変更や、新設コーナーの追加をしていま
す。今後もよりよい紙面となるよう、みなさ
んからのご意見をお待ちしています。ご意
見の募集方法は、32㌻「今月のプレゼント」
でご案内しています。

地域包括支援センターの
名称変更・新設
問	本庁舎長寿社会課（13番窓口）
	0857-30-8213		 	0857-20-3906

　4月から、地域包括支援センターを新設、一部
センターの名称を変更します。また、センター新
設にともない、担当する地域が変更されます。
【新設】
鳥取市東部地域包括支援センター
担当地域（中学校区）：国府・福部未来学園
	0857-50-0280		 	0857-50-0282

【名称変更】
旧：鳥取中央地域包括支援センター
新：鳥取市中央包括支援センター
旧：鳥取こやま地域包括支援センター
新：鳥取湖東地域包括支援センター

令和３年度鳥取市農業賞
問	本庁舎農政企画課（46番窓口）
	0857-30-8302		 	0857-20-3947

　2月 15日（火）鳥取市農業賞贈呈式が開催され、
深澤市長から受賞者に賞状が贈呈されました。
■優良農業者
濱
はまもと

本　直
なおひろ

廣さん（福部町）
　長年にわたり福部町特産のらっきょう作りに注
力。海士らっきょう生産組合長を歴任し、産地の
生産振興を通し本市農業振興に貢献
■優良農業者
谷
たにがみ

上　正
せいじゅ

樹さん（佐治町）
　本市有数の梨産地である佐治町にて長年にわたり
梨作りに注力。近年におけるスマート農業分野の
技術開発参画の取り組みなど産地の持続化に寄与
■優良営農組織
岡
おか

営農組合（用瀬町）
　社地区周辺での積極的な農作業受託、集落の農
業基盤長寿命化など、持続可能な地域農業の実践
に尽力

固定資産税課からのお知らせ

令和 4 年度の固定資産税
問	本庁舎固定資産税課（21番窓口）
	0857-30-8156		 	0857-20-3920

■土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
期間　4月 1日（金）～ 5月 31日（火）
　令和 4年 1月 1日現在で自己が所有する資産
の評価額が適正かどうかを、他の人が所有する資
産と比較することにより確認することができま
す。縦覧できるのは納税者および同居の家族、納
税管理人です。免税点未満などの理由により、固
定資産税が課されていない人は縦覧できません。
■固定資産課税台帳の閲覧
期間　4月 1日（金）～
　令和 4年 1月 1日現在で自己が所有する資産
の課税内容を確認することができます。
と　き　8:30 ～ 17:15（土・日・祝休日を除く）
ところ　本庁舎税総合窓口（21番窓口）
　　　　各総合支所市民福祉課
※本人確認のため、運転免許証などをご提示くだ
さい。代理人の場合は委任状が必要です。

※令和 4年度納税通知書は 5月 2 日ごろ発送予
定

新型コロナウイルス感染症にかかる措置
固定資産税（土地）の取扱い変更
問	本庁舎固定資産税課（21番窓口）
	0857-30-8157		 	0857-20-3920

■土地に係る固定資産税等の負担調整措置
　今年度の価格に対する前年度課税標準額の割合
（負担水準）に応じて税負担の調整を図るしくみ
です。令和 4年度に限り、商業地などに係る課
税標準額の上昇幅は、現行評価額の 5㌫のところ
2.5㌫とする措置が講じられます。
■令和 3 年度分の固定資産税に係る価格に関す

る審査申出の特例
　価格が上昇した土地であっても税額を据え置
く、特別な措置が令和 3年度に講じられたこと
に伴い、この措置の適用対象となった土地に係る
令和3年度の価格については、審査申出期間が「令
和 4年 4月 1日から令和 3年度納税通知書を受
け取った日より 15カ月を経過する日まで」に改
められます。
　詳しくは、本市公式ウェブサイトを確認してく
ださい。

鳥取市体育協会
令和 3 年度スポーツ表彰
問	鳥取市体育協会
	0857-20-3363		 	0857-20-3954

　主な受賞者は以下のとおりです（敬称略）。詳
しくは本市公式ウェブサイトをご覧ください。

【体育功労章】　大
おおむら

村　純
じゅんいち

一（体操）
　　　　　　　坂

さか 	た 	

田　浩
ひろ 	み 	

美（地域スポーツ）
　　　　　　　西

にしがき

垣　幸
こういち

一（地域スポーツ）
　　　　　　　清

	し 	 みず

水　　健
たけし

（地域スポーツ）
　　　　　　　松

まつもと

本　伸
しんいち

一（地域スポーツ）
　　　　　　　田

	た 	 なか

中　　満
みつる

（地域スポーツ）
【特　別　賞】　池

いけ 	だ 	

田　弘
こうすけ

佑（陸上）
　　　　　　　川

かわぐち

口　梨
り お

央（陸上）
　　　　　　　河

かわかみ

上　史
ふみ 	か 	

佳（スポーツクライミング）
【わかとり賞】　澄

すみかわ

川　由
ゆう 	た 	

汰（競漕）
　　　　　　　安

やす 	ぎ 	

木光
こう 	た 	 ろう

太郎（競漕）
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