
　令和３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当かどう
かほかの物件を比較して見ること
ができます。
期間　４月１日（木）～ 5月 31
日（月）※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）

　町では、心身に一定の障がいな
どが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

人が使用する場合には、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。
　減免の要件や手続きの仕方な
ど、詳しくは役場住民課にお問い
合わせください。
申請期間　4月 30日（金）まで
問合せ先　役場住民課（電話 72-
0333）

　町では、ふるさとを愛し将来を
担う人材を育てようと、次のよう
な助成制度を設けています。ぜひ、
ご活用ください。
【通学費助成】

対象者　町内に住所を有し、鳥取
県内の高等学校等へ通学してお
り、JR や路線バス（町営バス含む）
の通学定期券を利用している生徒
助成額　▼月額 6,000 円を超える
額▼日野高校に通う生徒は、月額
1,500 円を超える額
必要書類　▼申請書▼使用済みの
定期券または定期券の写し▼在学
証明書または生徒手帳の写し※年
度内、2回目以降の申請は生徒手
帳の写し
申請方法　▼必要書類を町教育委
員会事務局まで持参するか、郵送
してください。▼申請書は町教育
委員会事務局で受け取るか、役場
ホームページからダウンロードで
きます。

申 請 期 間　令和 3 年 4 月 1 日～
令和 4年 3月 31日まで
その他　定期券1枚ごとの申請、
複数枚まとめての申請どちらでも可
【奨学金給付】

対象者　町内に住所を有し、高等
学校等へ通学している生徒※入寮
などで、一時的に町外へ住所を移
している場合も対象
助成額　年額 25,000 円※町へ転
入した日が 5 月 1 日以降の場合
は、月数に応じて減額給付
必要書類　▼申請書▼在学証明書
申請方法　▼必要書類を町教育委
員会事務局まで持参するか、郵送
してください。▼申請書は町教育
委員会事務局で受け取るか、役場
ホームページからダウンロードで
きます。
申請期間　令和3年 5月1日～令
和4年1月31日まで
その他　奨学金給付を受けること
で、通学費助成が受けられなくな
ることはありません。
問合せ先　町教育委員会事務局（電
話72-2107）

　鵜の池公園キャンプ場が、４月
24日からリニューアルオープンしま
す。水道施設を新たに整備し、フリー
サイトのほか、鵜の池側にも車寄せ
サイト10基を新設します。なお、キャ
ンプ場の利用は有料となります。
問合せ先　役場産業振興課（電話
72-2101）
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４月１０日（土）～２９日（木）
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下さい。
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【住民課からのお知らせ】【住民課からのお知らせ】

土地価格等・家屋価格等の
縦覧帳簿の総覧を行います

軽自動車税の減免申請は
４月 30 日（金）までに

滝山公園つつじまつり

鵜の池公園キャンプ場が
リニューアルオープン

【産業振興課からのお知らせ】【産業振興課からのお知らせ】



　5月 15 日（土）に開催が予定
されていた第 66 回鳥取県植樹祭
は、新型コロナウイルスのワクチ
ン接種時期と重なることから、開
催を延期します。ご理解とご協力
をお願いします。
延期日時　10月 30日（土）午前
10時～午後 3時
場所　滝山公園駐車場（中菅）
問合せ先　役場産業振興課（電話
72-2101）

　鳥取県精神障害者家族連合会で
は、家族による家族のための電話
相談を行っています。相談は無料
です。一人で悩まず、相談ダイヤ
ルをご利用ください。
　なお、相談は匿名でも受けられ、
秘密は固く守られます。
実施日　毎月第 1・第３木曜日、
午後 1時～午後 4時
※令和４年1月1日～ 3日は除く
相談専用ダイヤル　090-3880-3498

　聞こえない・聞こえにくい人のコ
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　5月27日～11月11日まで
のおおむね毎週木曜日。全21回
時間　午前 10時～午後 3時
場所　米子コンベンションセン
ター BIGSHIP ほか
内容　厚生労働省要約筆記者養成
カリキュラムに準じて実施▼実技▼
聴覚障害者福祉などに関する講義
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
スは受講要件あり。詳細は受講案内
に記載。

定員　各コース 10人
受講料　3,000円（テキスト代別途）
申込期限　5月21日（金）必着
申込み　▼郵送▼ファクシミリ▼
申込フォームのいずれか
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）

　4月 6日（火）から 15日（木）
まで、春の全国交通安全運動が行
われます。
全国交通安全スローガン
「ゆとり持つ　時間に気持ちに　
車間距離」
運動の重点
①子どもと高齢者を始めとする歩
行者の安全の確保
②自転車の安全利用の推進
③歩行者などの保護を始めとする
安全運転意識の向上
④すべ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月 10日（土）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。

　病児・病後児保育とは、子ども
が感染症などの病気にかかり、保
育所などに行くことができない場
合に、保育士・看護師が子どもの
状態に合わせた保育・看護を行う
ことです。
　日野病院では、「病児・病後児保
育室」にて受け入れを行っていま
す。ぜひご利用ください。
開始日　4月 1日（木）
利用日・利用時間　月曜日～金曜
日の午前8時 30分～午後5時15
分（※土、日、祝日、8月14日・
15日、12月29日～1月3日を除く）

利用方法　日野病院小児科を受診
し、利用申請書を病院で記入※症
状によっては受け入れ不可の場合
あり
その他　詳しくは、広報ひの 4月
号でお知らせします。
問合せ先　▼町教育委員会事務局
（電話72-2107）▼日野病院（電話
72-0351）

令和 3 年 4 月1日付。（　）内は前部署
■異動
【総務課】副主幹＝池田俊弘（再任用）
【健康福祉課】主任（兼）福祉事務
所主任＝湯原愛子（図書館（兼）文
化センター）
【住民課】主任＝小高拓也（建設
水道課生活環境室）
【建設水道課】副主幹＝吉原敏治
（再任用）、生活環境室主事＝中田
雅大（産業振興課）
【産業振興課】参事（兼）建設水道
課参事＝稲田正純（再任用）、副
主幹＝山縣実（農業委員会）、主
事＝長尾涼（鳥取県派遣）
【農業委員会】副主幹＝稲田いず
み（産業振興課）
【教育委員会】副主幹（併）住民課
副主幹＝矢田貝慎一（再任用）、
下榎隣保館長（併）人権センター
所長＝田貝嘉彦（再任用）、図書
館主任（兼）文化センター主任＝濵
岡文香（教育委員会）
■採用
【健康福祉課】保健師＝大塚愛美
【建設水道課】生活環境室主事＝
内藤貴俊
【教育委員会】主事＝内藤圭亮
【ひのっこ保育所】保育士＝西村宗

■派遣
鳥取県＝江田伊吹（住民課）
■退職
石田三成（建設水道課）、頭本敏
仁（住民課）、山中雄太（健康福
祉課（兼）福祉事務所）、田枝成美（ひ
のっこ保育所）
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要約筆記者養成講座が
開かれます

一人で悩まず、精神障がい者
家族相談ダイヤルに電話を

【そのほかのお知らせ】【そのほかのお知らせ】

「春の全国交通安全運動」
4 月 6 日（火）～ 15 日（木）

第 66 回鳥取県植樹祭
延期のお知らせ

【産業振興課からのお知らせ】【産業振興課からのお知らせ】

日野病院 病児・病後児
保育をご利用ください


