
　平成 29 年度土地価格等・家屋
価格等縦覧帳簿の縦覧を行います。
　土地価格等縦覧帳簿または家屋
価格等縦覧帳簿により、土地や家屋
の価格などを見ることができます。
【土地価格等・家屋価格等縦覧帳
簿の縦覧】
　自分の資産について適正かどう
かほかの物件と比較して見ること
ができます。
期間　4 月 1 日～ 5 月 31 日（水）
※平日のみ
時間　午前 8 時 30 分～午後 5 時
15 分
場所　役場住民課
対象者　固定資産税の納税義務者
【固定資産課税台帳の閲覧】
　自分の資産について記載された
部分を見ることができます。
期間　通年※平日のみ
時間　午前 8 時 30 分～午後 5 時
15 分
場所　役場住民課
対象者　固定資産税の納税義務者

（本人の台帳）、借地人・借家人（借
りている物件の台帳）
問合せ先　役場住民課（電話　
72- ０３３３）

　身体などに障がいのある人が所有
する軽自動車で、本人または生計を
同じくする人が使用する場合は、申
請により軽自動車税が減免されます。

　また、法人などが所有する軽自
動車で、公益のために直接使用す
るものについても、軽自動車税を
減免する制度があります。
　減免の該当には条件がありま
す。手続きなど詳しくは、役場住
民課にお問い合わせください。
　なお、すでに普通車で自動車税
の減免を受けている場合は、対象
になりません。減免の対象は、障が
いのある人1人に対し1台のみです。
申請期間　5 月 1 日（月）まで
問合せ先　役場住民課　担当　茅
野（電話 72-0333）

　2017 年度日野町人権・同和教
育推進協議会総会および第 1 回
町民人権講座を次のとおり開きま
す。ぜひ、お越しください。
【総会】
日時　4 月 28 日 ( 金）午後 1 時
30 分～
場所　町山村開発センター
内容　① 2016 年度事業報告、決
算承認について② 2017 年度事業
計画、予算承認について③役員改
選について
出席対象者　自治会長をはじめ、
会員の皆さんはご出席ください。
【第 1回町民人権講座】
日時および場所　総会終了後、引
き続き開きます。午後 3 時ごろの
開会を予定しています。
演題　「性は２つ？ NO ！性って
多様なもの！だから…」
講師　中江美紀さん（公益社団法
人鳥取県人権文化センター 専任

研究員）
内容　世の中にはさまざまな人権
がありますが、今回は、「性的マ
イノリティ（性的少数者）の人権」
にスポットを当てます。
　皆さんは、「LGBT」という言葉
をご存知ですか？これは、レズビ
アン（女性同性愛者）、ゲイ（男性
同性愛者）、バイセクシュアル（両
性愛者）、トランスジェンダー（体
と心の性に違和感のある人）の頭
文字を取ったもので、「その人自身
の性のあり方」に関する言葉です。
誰もが自分らしく生きやすい社会
を築くために、「多様な性のあり方」
について考えてみませんか。
参加　無料
問合せ先　町教育委員会（電話
72-2107）

　4 月 6 日（木）から 15 日（土）
まで、春の全国交通安全運動が行
われます。
全国交通安全運動スローガン

「子どもと高齢者の交通事故防止
～事故にあわない、おこさない～」
運動の重点
①子どもと高齢者の交通事故防止
②歩行中・自転車乗用中の交通事
故防止③全ての座席のシートベル
トとチャイルドシートの正しい着
用の徹底④飲酒運転の根絶
4 月 10 日（月）は
「交通事故死ゼロを目指す日」です。
　上記の４点を再確認し、正しい交
通ルールで、ゼロを目指しましょう。
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『春の全国交通安全運動』
4月 6日（木）～ 15日（土）

【そのほかのお知らせ】

第 1回町民人権講座へどうぞ
【教育委員会からのお知らせ】

軽自動車税の減免申請は
5月1日（月）までに手続きを

【住民課からのお知らせ】

土地価格等・家屋価格等の
縦覧帳簿の縦覧を行います

滝山公園つつじまつり
4月15日（土）～4月29日（土・祝）
　公園内に多くのミツバツツジと八重桜などが咲

き乱れ、山肌をピンク色に染め上げます。ぜひ、お

誘い合わせてお出かけください。

【問合せ先】町観光協会事務局（役場企画政策課内）
　　　　　  電話７２－０３３２



　初夏の鵜の池湖畔を会場に、第
40 回中国山地日野鵜の池マラソ
ン大会が開かれます。ふるってご
参加ください。
日時　6 月 11 日（日）午前 8 時
30 分受付開始、午前 10 時スター
ト
場所　鵜の池湖畔
コース　鵜の池湖畔周回コース

（2.3㌔、4.6㌔、6.9㌔）
参加料（参加賞あり）　▼一般＝
2,000 円▼高校生＝ 1,000 円▼中
学生以下＝ 500 円▼ファンラン
クラス＝一般 1,000 円、中学生以
下 500 円
申込み　郵便振替または直接、実
行委員会に申し込んでください。
※ファンランクラスは当日受付可
能です。参加料は無料ですが、参
加賞はありません。
申込期限　5 月 12 日（金）※当
日消印有効
その他　▼日野町産米、アユなど
が当たる抽選会を開きます▼各種
バザーほか、日野町産野菜たっぷ
りのみそ汁無料サービスもありま
す。
申込みおよび問合せ先　鵜の池マ
ラソン大会実行委員会事務局（町
教育委員会内、電話 72-2107）
◆上位入賞者副賞とお楽しみ抽選
会景品を募集しています。
　鵜の池マラソン大会では、上位
入賞者へ副賞を、お楽しみ抽選会
では、町内産のコメやアユなどの
特産品を贈ります。
　コメ、アユ、野菜など、多くの
皆さんからの提供をお願いしま
す。提供いただける人は、実行委
員会事務局までご連絡ください。

　日野川をラフトと呼ばれるゴム
ボートで豪快に下る「日野川ラフ
ティング」を楽しみませんか。
開催日　4 月 8 日（土）から 5 月
28 日（日）までの土日祝日

集合場所　リバーサイドひの駐車
場
集合時間　▼午前（半日）の部：
午前 9 時（午前 8 時 30 分受付開
始）▼午後（半日）の部：午後 1
時（午後 0 時 30 分受付開始）
料金　大人：3,000 円、中学生以
下：2,500 円、親子：5,000 円※
保険代、入浴代含む
定員　午前・午後とも 20 人
服装　濡れてもよい靴、すべり止
め付き手袋、着替え、タオル※貴
重品は出発前に預かります。※ウ
エットスーツ、ライフジャケット、
ヘルメットは主催者側で準備しま
す。
募集期間　原則、開催週の水曜日
まで（先着順で、定員になり次第
締め切ります）
主催　Ｄｏ・スポーツ
申込み先　教育委員会事務局（電
話 72-2107、FAX72-1484、E メー
ル kyouiku@town.hino.tottori.jp）

　聴覚に障がいのある人のコミュ
ニケーション支援を行う要約筆記
者の養成講習会が開かれます。
日程　6 月 6 日（火）から 11 月
28 日（火）までのおおむね毎週
火曜日。全 20 回
時間　午前 10 時～午後 3 時
場所　米子市福祉保健総合セン
ターふれあいの里（米子市錦町
1-139-3）
コース　手書きコースとパソコン
コースの２コース。パソコンコー
スは、ノートパソコンを持参でき
る人で、ある程度タッチタイピン
グ入力ができる人
受講料　3,000 円（テキスト代と
して、別途 3,400 円が必要です）
申込み　申込書に必要事項を記入
し、5 月 26 日（金）までに郵送
で申し込んでください。なお、申
込書は、役場健康福祉課で配布し
ています。
申込みおよび問合せ先　鳥取県西
部聴覚障がい者センター（電話
0859-30-3659）

　鳥取県司法書士会では、次のと
おり相談会を開きます。お気軽に
ご利用ください。
日時　4 月 21 日（金）午後 6 時
～午後 8 時※前日までに予約が必
要です。
場所　米子コンベンションセン
ター
内容　▼相続・遺言▼不動産の贈
与・売買▼借金・多重債務問題▼
そのほか身の回りの法律問題
問合せ先　鳥取県司法書士会（電
話 0857-24-7024）

平成 29 年 4 月 1 日付。（　）内
は前部署
■異動
【議会事務局】事務局長＝池田俊
弘（産業振興課長）
【企画政策課】課長＝渡邉隆宏（鳥
取県から派遣）
【健康福祉課】主任＝伊田達彦（鳥
取県）
【住民課】主幹＝飛田朋伸（建設
水道課）
【建設水道課】主幹（兼）産業振興
課主幹＝田貝陽子（健康福祉課）、
副主幹＝音田雄一郎（住民課）
【産業振興課】課長＝音田守（議
会事務局長）
【教育委員会事務局】教育課長（兼）
指導主事（兼）学校給食センター
所長＝砂流誠吾（主幹（兼）指導
主事）
【ひのっこ保育所】所長＝後藤一
則（教育課長（兼）学校給食センター
所長）
■採用
【ひのっこ保育所】保育士＝三輪
成海
■派遣
鳥取県へ派遣＝有田奈保美（建設
水道課（兼）産業振興課）
■退職（3月 31 日付）
石田信広（ひのっこ保育所長）、
佐々木竜也（住民課）、鳥取県へ
＝権田正直（企画政策課長）

『無料法律相談会』開催新緑の鵜の池で健脚を競う
鵜の池マラソン大会開催

春だ、ラフティングを楽しもう！
日野川くだり参加者募集

要約筆記者養成講習会が
開かれます

町 人 事 異 動


