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PUBLIC INFORMATION

お持ち帰り用の市報を、地区公民館などに
設置しております。どうぞご利用ください。
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本 庁 舎　尚徳町116番地
第二庁舎　上魚町39番地
駅南庁舎　富安二丁目138番地4

鳥取市ホームページ　
 http://www.city.tottori.lg.jp/

音声読み上げなどの支援機能があります

電子メール　
 kouhou@city.tottori.lg.jp

各総合支所　
国府  0857ー39ー0555
　　  0857ー27ー3064
福部  0857ー75ー2811
　　  0857ー74ー3714
河原  0858ー76ー3111
　　  0858ー85ー0672
用瀬  0858ー87ー2111
　　  0858ー87ー2270
佐治  0858ー88ー0211
　　  0858ー89ー1552
気高  0857ー82ー0011
　　  0857ー82ー1067
鹿野  0857ー84ー2011
　　  0857ー84ー2598
青谷  0857ー85ー0011
　　  0857ー85ー1049

携帯電話対応ホームページ　
 http://www.city.tottori.lg.jp/mobile/

鳥取市の人口
　男　：  92,462人 ［-   37］

　女　：  99,507人 ［-   11］

合　計：191,969人  ［-   48］

世帯数： 78,841     ［-     3］
平成28年1月1日現在［　］内は前月比

2016年2月号　第1066号

目次
今月の表紙・人口・主な連絡先 P2
2016年はどんな年？ P3
鳥取市が保健所を設置します P4-5
市職員の給与をお知らせします、シリーズ＠じんけん P6-7
鳥取マラソン2016、中核市お知らせコーナー P8-9
まちかどアルバム P10-11
健康・病院 P12-13
ピックアップインフォメーション P14-17
　2月のごみ収集、ごみ減量のヒント P14

　介護保険に関する税金の控除、市民政策コメント募集 P15
　職員採用試験が変わります、市民農園 P16
　市営住宅入居者募集 P17

情報ひろば P18-28
　福祉 P18

　お知らせ P18-

　募集 P19-

　鳥取税務署からのお知らせ、ジオサイクリング P22

　国保あれこれ、市民活動表彰 P24

　公立鳥取環境大学、図書館だより P26-

　市民伝言板　　　　　　　　　　など P28

無料相談 P29
各施設のイベント情報 P30-31
2月のカレンダー、読者プレゼント P32

とっとり市報今月の表紙
新成人として　決意を新たに

　平成 28 年の成人式が、1 月 3 日（日）とりぎん
文化会館で行われました。当日は 1 月とは思えな
いほど暖かく穏やかな天候となり、新成人約 1750
人が参加しました。
　会場内外では、振り袖やはかま・スーツを身にま
とっていても昔と変わらない同級生を見つけると、
スマートフォンで写真を撮ったり、談笑したりする
姿が多く見られました。
　式典では、深澤市長が「夢と希望、誇りを持って、
市や社会の原動力となってほしい」と新成人に対し
エールを送ると、新成人を代表して山

やまかわ

川 諒
りょう

実行委
員長が「20 年間の多くを過ごした地元を大切に思
い、鳥取市を支える一員となれるよう頑張っていき
ましょう」と決意を述べました。
　また、式典前には「我龍天晴」によるしゃんし
ゃん傘踊り、式典後には「OGK with 自由 UNIT」
によるライブが行われ、新成人の門出に華をそえま
した。

◆ すごい！鳥取市創生 まちづくりフォーラム2016
　問 本庁舎政策企画課
　  0857-20-3153   0857-21-1594
　と　き　2 月 3 日（水）
　「第 10 次総合計画」「人口ビジョン」「創生総合戦略」
の策定に関わっていただいた市民の代表に鳥取市への
思いを語っていただくなど、人口減少をはじめとする
地域課題の解決に向けた機運の醸成を図ります。

◆ 仁風閣３Ｄプロジェクションマッピング
　問 第二庁舎観光戦略課
　  0857-20-3227   0857-20-3046
　と　き　３月 26 日（土）〜 3 月 30 日（水）
　鳥取県東部・兵庫県北但西部地域が取り組む地方創
生事業の一環として、3D プロジェクションマッピン
グを仁風閣で行います。同時期に若桜町でも実施する
こととしており、広域連携を意識した誘客を図り、交
流人口の増加と地域の活性化が期待されます。

 はどんな年？
　昨年は、国を挙げて地方創生の取り組みがスタートした年でした。また、新本庁
舎整備や中核市移行への取り組みも大きく前進しました。
　本年は、これらを具体的に進めて行く「飛躍・発展」の年と位置づけます。あら
ゆる分野でみなさんと連携し、取り組んで行きます。
　ここでは、本市の主な施策やイベントをご紹介します。

◆ 佐治町で “ どぶろく ” の製造・販売がスタート
　問 佐治町総合支所
　  0858-88-0211   0858-89-1552
　と　き　4 月下旬
　「鳥取市五しの里どぶろく特区」の認定を受けてい
る佐治町で、どぶろく（濁酒）の製造・販売が始まり
ます。お披露目は、4 月下旬に開かれる「たんぽり荘
春まつり」です。今後の佐治町の活性化および鳥取市
観光の起爆剤となることが期待されます。

◆ 第 27 回日本パラ陸上競技選手権大会
　問 第二庁舎生涯学習・スポーツ課
　  0857-20-3371   0857-20-3364
　と　き　4 月 30 日（土）・5 月 1 日（日）
　障がい者陸上競技の日本選手権大会が開催され、約 200
人がコカ・コーラウエストスポーツパークで競技します。

◆ 全国高等学校総合体育大会
　問 第二庁舎生涯学習・スポーツ課
　  0857-20-3371   0857-20-3364
　と　き　7 月下旬〜 8 月中旬
　全国高校総体（インターハイ）の 4 競技が鳥取県内
で行われ、約 2300 人が競技します。相撲、ホッケー
の 2 競技が鳥取市で開催されます。

◆ 第 61 回中国地区学校保健研究協議大会
　問 第二庁舎学校保健給食課
　  0857-20-3376   0857-29-0824
　と　き　8 月 18 日（木）
　健康で安全な生活を自ら実践することができる幼
児・児童生徒の育成をめざして、学校保健、学校安全
に関する諸課題について研究協議を行う大会が開催さ
れます。教職員、学校保健、学校安全関係職員など約
300 人が参加予定です。

◆ 鳥取砂丘砂の美術館第 9 期展示
　問 第二庁舎鳥取砂丘・ジオパーク推進課
　  0857-20-3036   0857-20-3046
　と　き　4 月 16 日（土）〜平成 29 年 1 月 3 日（火）
　「砂で世界旅行・南米編〜繁栄の
記憶を留める奇蹟の新大陸を訪ね
て」をテーマにした砂像を展示し
ます。8 月には、リオデジャネイロ
オリンピックが開催され、世界中
が南米に注目する年となり、さら
なる観光客の増加が期待できます。

◆ 鳥取マラソン 2016
　問 第二庁舎生涯学習・スポーツ課
　  0857-20-3371   0857-20-3364
　と　き　3 月 13 日（日）
　日本陸連公認の県内唯一のフル
マラソン大会を、鳥取砂丘から万
葉集の和歌に残る因幡国府を望む
コースで、過去最高のエントリー
定員 3500 人で開催します。

◆ インターナショナルドリームカップ 2016 JAPAN
　問 第二庁舎生涯学習・スポーツ課
　  0857-20-3373  0857-20-3364
　と　き　6 月 22 日（水）〜 6 月 26 日（日）
　日本サッカー協会の主催により、昨年第
1 回大会が行われたサッカー U-16 の国際
大会が、とりぎんバードスタジアムで開催されます。

◆ 中核市移行に向け、着実に前進
　問 本庁舎中核市推進監
　  0857-20-3125   0857-20-3040
　中核市移行に向けて進めてきた事務事業調整が最終
段階を迎え、国などへの具体的な手続きの準備を進め
る年となります。中核市移行後のまちの魅力や未来を
考えるシンポジウムを開催するとともに、連携中枢都
市圏形成に向けた取り組みを進めます。


