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　本市の課題の１つとして、10 代・20 代の進学、就職を主な要因とした市外転出が顕著で、それ
により、にぎわいや経済の活性化が阻害されていることがあります。
　また、多くの市民のみなさんから、子ども、孫を帰らせたいという切実な思いをお聞きしています。
　そこで、本市では、進学、就職で市外へ転出された若者の多くに、ふるさと鳥取市へ帰っていた
だき、にぎわいのある、自信と誇り・夢と希望に満ちたまちづくりを推進するため 「Ｕターン支援
登録制度」を開始し、Ｕターン希望を全力で応援します。

ふるさと鳥取市に帰って住もうで！！

　　「Ｕターン支援登録制度」　〜Ｕターン希望者を応援します〜
問い合わせ先　市役所本庁舎地域振興課  0857-20-3184  0857-21-1594

制度の概要
登録方法
　「Ｕターン支援登録制度」をご確認いただき、
必要事項を記載の上、電話、郵便はがき、ファク
シミリ、またはＥメールでお申し込みください。
　お申し込み受付後、必要な情報について、後日、
調査票を送らせていただきます。
〒 680-8571
鳥取市尚徳町 116 番地
定住促進・Ｕターン相談支援窓口

（鳥取市企画推進部地域振興監地域振興課内）
 0120-567-464（フリーダイヤル）
 0857-21-1594
 chiikishinko@city.tottori.lg.jp

登録者への支援内容
　専任の相談員が「しご
と」、「住まい」、「暮らし」
等の最新で幅広い、ご本
人やご家族の人が必要と
する情報を提供します。
　継続して親身になった
対応をしますので、ぜひ
ご登録ください。
登録者
　Ｕターンを希望される
人またはそのご家族など※Ｕターン支援登録制度申

込書は、市役所各庁舎で
配布しているほか、本市
公式ホームページからダ
ウンロードできます。

今年度の市民政策コメント実施予定
問 本庁舎市民総合相談課

 0857-20-3158  0857-20-3053
番号 案件名 実施予定時期 担当課

1 鳥取市スポーツ推進計
画（仮称） 平成 28 年 1 月 生涯学習・

スポーツ課

2
第 3 次鳥取市子ども
の読書活動推進計画

（仮称）
平成 28 年 1 月 生涯学習・

スポーツ課

3 第 2 次鳥取市生涯学
習推進基本方針（仮称）平成 28 年 1 月 生涯学習・

スポーツ課

4 鳥取市教育振興基本計
画 平成 28 年 1 月 教育総務課

5 鳥取市都市計画マス
タープランの見直し 平成 28 年 2 月 都市企画課

6 鳥取市立図書館振興計
画（仮称） 平成 28 年 2 月 中央図書館

7
第 2 次鳥取市食育推
進計画・食育事業実施
計画（仮称）

平成 28 年 2 月 中央保健セ
ンター

8 鳥取市公共施設再配置
基本計画（仮称） 平成 28 年 2 月 財産経営課

※内容・実施予定時期は、変更になる場合があります。

市民政策コメントを募集します

第3期鳥取市健康づくり計画

問 さざんか会館中央保健センター
（〒 680-0845 富安二丁目 104-2

 0857-20-3194  0857-20-3199
 hokencenter@city.tottori.lg.jp

　本市では、乳幼児から高齢者まで市民一人ひ
とりが元気で楽しく暮らせるまちをめざして、
平成23年3月に鳥取市健康づくり計画「とっと
り市民元気プラン2011」を策定し、推進して
いるところです。今年度は最終年度となるため、
新たな計画を策定します。
　この度、「第3期鳥取市健康づくり計画」の素
案をまとめましたので、ご意見を募集します。
計画期間　平成28年度〜平成32年度
資料公開　本庁舎、駅南庁舎、各総合支所市

民福祉課、本市公式ホームページ
など

公開期間　12月15日（水）〜平成28年1月6日（水）
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
ずれかで問い合わせ先まで

提出期限　平成28年1月6日（水）必着

都市再生整備計画（用瀬地区）
事後評価原案

問 本庁舎都市企画課
（〒 680-8571 尚徳町 116

 0857-20-3272  0857-20-3048
 tosikikaku@city.tottori.lg.jp

　本市では、都市再生整備計画（用瀬地区）を
策定し、平成22年度〜 26年度の間、同地区に
おいて、計画に基づく事業を実施してきました。
　この度、事業効果検証のための、事後評価原
案を作成しましたので、これを公表し、市民の
みなさんからのご意見を募集します。
閲覧方法　①インターネットによる閲覧
　　　　　　都市企画課ホームページに掲載
　　　　　②担当窓口（本庁舎2階）
　　　　　　都市企画課でご覧いただけます
　　　　　　※閲覧時間　8:30 〜 17:15
　　　　　　　　（土、日、祝日を除く）
閲覧期間　12月18日（金）〜平成28年1月8日（金）
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
ずれかで問い合わせ先まで

提出期限　平成28年1月8日（金）必着

道路ビジョン（概要版・案）
道路アセットマネジメント基本計画（概要版・案）

問 本庁舎道路課
（〒 680-8571 尚徳町 116

 0857-20-3261  0857-20-3048
 sidouiji@city.tottori.lg.jp

　本市では、今後の道路行政・施策の方針・方
向性を定めた『道路ビジョン』を策定すること
としています。
　また、財源（税金）を道路や橋の整備に投資
する際、効率的、効果的に、そして適切に配分・
執行することで、より良い公共サービスを提供
するため『鳥取市道路アセットマネジメント基
本計画』を策定することとしています。
　このビジョン・基本計画の概要版（案）につ
いてみなさんからのご意見を募集します。
概要公開　道路課ホームページに掲載
公開期間　12月21日（月）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
ずれかで問い合わせ先まで

提出期限　12月21日（月）必着

みなさんのご意見を募集します。

鳥取市公式フォトガイドブック

全国の書店で販売中！

発売記念写真展開催！
　浅田政志さんが撮影した「すごい！
鳥取市」の写真展を開催します。
◆鳥取会場
日時：12月5日（土）10：00〜16：00
　　　　　 6日（日）10：00〜15：00
場所：鳥取商業高校小体育館 1F
　　　（鳥商デパート内）

発 売 日：10 月 31 日（土）
価 格：1,200 円（税別）
写 真：浅田政志
モ デ ル：鳥取市民のみなさん
総ページ：132 ページ
発 行 所：株式会社　玄光社
そ の 他： 鳥取市内の飲食店や施

設 44 カ所で使えるお
得なスタンプクーポン
付き！

※お近くの書店や鳥取市ふるさ
と物産館本店、インターネッ
トショップ「とっとり市」な
どでお買い求めいただけます。

写真家
浅田 政志

　1979 年三重県生まれ。
　自身を含めた家族が被写体と
なった作品をおさめた写真集、

『浅田家』（赤々舎刊）が第 34 回
木村伊兵衛写真賞を受賞。
　日本各地の市井の人々を撮影
するプロジェクトにて精力的に
活動をしている。
　著書は『NEW LIFE』（赤々舎
刊）、『八戸レビュウ』( 美術出版
社刊 )、『南予写真 NANYO』（日
本文芸社刊）など。


