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平成27年度人権とっとり講座
問 本庁舎人権推進課

0857-20-3224  0857-20-3052
　 公益財団法人鳥取市人権情報センター

0857-24-3125  0857-24-3444

と こ ろ　鳥取市人権交流プラザ（幸町）
対　　象　人権について関心のある市内在住の人、また

は本市に通勤、通学している人
受講時間　13:30 ～ 16:30　　受講料　無料
申込期限　6 月 5 日（金）まで
講　　座

時期 内　　　　容

6月29日（月）
「いじめと差別～競争と排除の社会から共
助と包摂の社会へ～」
講　師　成山治彦さん

7月  6日（月）
「バリアをなくし共に生きられる社会へ
　～障害者への合理的配慮とは～」
講　師　松波めぐみさん

7月27日（月）「水俣病を繰り返さない世の中をつくるために」
講　師　葛西伸夫さん

9月  3日（木）「ＬＧＢＴ当事者の思い」
講　師　南和行さん

9月17日（木）「絆の回復 ～人は独りでは生きていけない～」
講　師　奥田知志さん

10月  2日（金）
「福祉が『まち』をつくる『ひと』を創る
～人権と福祉のまちづくりへの展望～」
講　師　大北規句雄さん

講演会　「マスコミと人権 ～人権はどこまで守られているか～」
　　　　講　師　大谷昭宏さん
　　　　と　き　7 月 18 日（土）14:00 ～ 16:00
　　　　ところ　とりぎん文化会館  第 1 会議室
※ 6 月 29 日（月）に開講式、10 月 2 日（金）に閉講式

《5月の番組ガイド》

いなば
ぴょんぴょんネット

情報をお寄せください！
　いなばぴょんぴょんネット  0857 ー 22 ー 6111
※放送内容は予告なく変更することがあります。
　番組の放送時間は、ホームページでも紹介しています。
　http://www.inabapyonpyon.net

いなばぴょんぴょんネット
自主制作番組

デジタル 12ch

　静止画文字情報
　『鳥取市からのお知らせ』【放送】毎週水・木・金・土

手話番組『手話でコミュニケーション』【放送】毎週日・月

　ニュースやお知らせを手話や字幕で紹介。また、あ
いさつなど初歩の手話を1年間にわたり紹介します。

生活情報番組『ぴょんぴょんワイド』【放送】毎週火

　市内各地で開催されたイベントや講演会の模様を
お送りします。

地域情報番組『とっとりウオーキング』【放送】毎週日・月

　児童生徒の農業体験や各地の春まつり、また、公
民館で行われる行事など地域の話題をお伝えします。

農業番組『いなばアグリタイム』【放送】毎週水・木

　田植えや特産砂丘らっきょう収穫など農作業の様子
や、タイムリーな栽培情報などをお送りします。

※番組の放送時間や内容はホームページまたはデジタル放送の
電子番組表（EPG）をご覧ください。

 122ch（第２放送）
　週替わりでリクエスト番組やイベント番組を再放送。
また、テレビでしゃんしゃん体操を毎日放送中！

　市民と行政がつながるTV「とっ とり知らせた
い！」。さまざまな情報をお送りしています。
　みなさんの知らせたい！情報も待っていま～す。

【放送】毎週金・土

　小・中学生がリポートする「とっとりっ子
すまいる」は湖東中学校！
「市役所探検〜○○の謎〜」
はごみ担当課の謎に迫りま
す。「元気です」は、鹿野
に移住して農業をしている
白川大介さんです。
　そのほか、花のまつりや
GWの各地の賑わいなども
ご紹介します。 「とっとり知らせ隊」も見てね♪

みやっち

えりっち

市民政策コメントを募集します
鳥取市「気高道の駅（仮称）」整備基本構想・基本計画（案）

問 本庁舎都市企画課（〒 680-8571 尚徳町 116）
 0857-20-3253   0857-20-3048
 tosikikaku@city.tottori.lg.jp

　本市では、山陰道「鳥取西道路（吉岡温泉ＩＣ（仮称））
～青谷ＩＣ」の供用開始を見据え、鳥取市西地域の振興
とまちづくりの拠点づくり、また全市的な観光振興や経済
波及効果の向上等を目指すため、鳥取市西地域に本市と
して 3 か所目の「道の駅」を整備することについて検討
を進めてきました。
　このたび、鳥取市「気高道の駅（仮称）」整備基本構想・
基本計画（案）がまとまりましたので、市民の皆さんの
ご意見を募集します。
資料公開　本庁舎、駅南庁舎、各総合支所の窓口、本市

公式ホームページなど
公開期間　5月15日（金）まで
提出方法　様式は問いません。住所、氏名、電話番号を

明記のうえ、郵送、ファクシミリ、電子メー
ル、持参のいずれかで問合せ先まで

提出期限　5月15日（金）必着

平成28年4月に開校する
福部地域幼小中一貫校の校名募集
問 鳥取市教育委員会福部町分室（〒 689-0102 福部町

細川 1338）
 0857-75-2815  0857-75-2564

期　　間　5月1日～ 6月1日
対　　象　鳥取市福部町に関心のある人
応募方法　応募用紙に記入のうえ、郵送、ファクシミリ、

持参のいずれかで問合せ先まで
審　　査　福部地域幼小中一貫校推進委員会
発　　表　支所だより、もしくは本市公式ホームページ

にて公表
そ の 他　採用された名称の応募者には、記念品を差し上

げます。同ーの名称に応募多数の場合は抽選
※詳しくは、本市公式ホームページをご覧ください。

鳥取市立病院職員採用試験
問市立病院総務課   0857-37-1522  0857-32-1553

試験区分 採用予定人数 受験資格

薬剤師 1 人
昭和 50 年 4 月 2 日以降に生まれた人
※薬剤師免許取得者（平成 28 年 3 月
末までの取得見込者含む）

受付期間　5 月   1 日（金）～ 5 月 29 日（金）
試 験 日　6 月 12 日（金）

鳥取市民健康づくり地区推進員
問 中央保健センター健康づくり係

 0857-20-3194  0857-20-3199
　あなたの町内の健康づくり地区推進員を御存知ですか？
　現在、993人の推進員が皆さんの身近な町区（集落）
や地区で、健康づくり活動をしています。
●鳥取市民健康づくり地区推進員とは？
　健康づくり地区推進員は、市民の自主的な健康づくり
を推進するため、昭和58年に発足しました。町内会（区）
長の推薦に基づいて市長が委嘱し、任期は2年間で、地
区ごとに健康づくり推進員会を組織しています。
●活動内容は？
　「元気で楽しく暮らせるまち」を目
指して、他団体と連携をとりながら、
様々な活動をしています。

《主な活動内容》
＊生活習慣病に関する講演会や学習

会、料理講習会
＊救急救命講習会、ジェネリック医薬品説明会
＊グラウンドゴルフ、ウォーキング大会、しゃんしゃん体操
＊健康相談会（血圧測定・体脂肪測定など）
＊検診受診の呼びかけ
　これからも、健康づくり地区推進員が地域ぐるみの健
康で安心な暮らしづくりのための活動を推進します。ぜ
ひ、各地区で開催される健康づくり活動に参加していた
だき、元気で生き生きとした生活が送れるよう健康づく
りの輪を広げていきましょう。

新しい課を紹介します
問 本庁舎職員課   0857-20-3107  0857-20-3040

　４月の機構改革により、新しくできた課と名称が変更となった課について紹介します。

■ 中核市推進監（本庁舎4階） 
 0857-20-3125   0857-20-3040

業務内容　中核市移行に関する業務の統括

■ 情報政策課（駅南庁舎3階）
 0857-20-3871   0857-20-3879

業務内容　情報化施策の総括管理、地域イントラネッ
ト、有線テレビジョン放送施設等

■ 政策企画課（本庁舎3階）
 0857-20-3153   0857-21-1594

業務内容　市政の企画立案及び調整、国際・国内交流、
鳥取環境大学など

■ 創生戦略室（本庁舎3階）
 0857-20-3160   0857-21-1594

業務内容　地方創生のための戦略策定など

■ 地域振興課（本庁舎3階）
 0857-20-3185   0857-21-1594

業務内容　合併後の現状分析、課題の抽出、総合支所
管内の市有施設の活用策の検討、中山間地
域の振興、グリーンツーリズムの推進、総
合支所の機能強化及び連絡調整、移住定住
の促進、東日本大震災避難者受入れに関す
ることなど

■ 地域包括ケア推進室（駅南庁舎1階）
 0857-20-3453   0857-20-3404

業務内容　医療・介護・介護予防・生活支援を包括的
に確保するシステムの構築など

■ 健診推進室（さざんか会館4階）
 0857-20-0320   0857-20-3915

業務内容　健康診査（特定健診・がん検診など）

■ 観光戦略課（第2庁舎1階）
 0857-20-3227   0857-20-3046

業務内容　観光開発振興や観光交流の推進、コンベン
ションの誘致促進など

■ 学校保健給食課（第2庁舎3階）
 0857-20-3376   0857-29-0824

業務内容　学校給食、就学援助、学校保健業務など

■ 生涯学習・スポーツ課（第2庁舎4階）
 0857-20-3362   0857-20-3364

業務内容　社会教育の企画指導、生涯学習の推進、青
少年の教育の振興、社会体育施設の管理・
整備、社会教育・社会体育の推進、社会教
育施設・社会体育施設の整備・管理など


