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情報をお寄せください！
　いなばぴょんぴょんネット  0857-22-6111
※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

※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！

いなばぴょんぴょんネット
自主制作番組

　静止画文字情報（音声付き）
　『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
　ニュースや話題、行事、お知らせを手話や字幕で
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や鳥取
県内のＣＡＴＶ局から届いた話題などをお送りします。

地域情報番組『とっとりウォーキング』【放送】毎週日・月
　収穫祭など市内各地の行事や、手軽に出来る運動
を紹介する「おうちスタジオ」など放送しています。

農業番組『いなばアグリタイム』【放送】毎週水・木
　ブロッコリー、白ネギなど旬の農産物の収穫やか
にフェスタの模様、栽培情報などをお伝えします。

いなば
ぴょんぴょんネット

　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

　　　　  《11月の番組ガイド》
鳥　取　市　広　報　番　組

デジタル 12ch

　1年半後に迫った「中核
市への移行」。どんなとこ
ろが変わるのか、特集でお
伝えします。
　『元気です』は、中心市
街地に市民の庭を造ろうと
活動する鳥取大丸屋上庭園
プロジェクト「まるにわ」
のみなさんをご紹介。市報
深読みもあるよ !

あきこあきこしょうこしょうこ

「とっとり知らせ隊」も見てね♪

建設工事・コンサルタント業務
入札参加資格審査申請の受付

問 	第二庁舎検査契約課
	0857-20-3148	 	0857-20-3041

　平成 29・30年度に市と水道局が発注する建設工事と
測量などのコンサルタント業務の入札参加資格審査申請
を下記のとおり受け付けます。
■定期申請受付期間
　11月 10日（木）〜 12月 12日（月）
■申請書持参の場合
　富安二丁目 138-4　駅南庁舎地下第 4会議室
■申請書郵送の場合
　〒 680-8571　鳥取市上魚町 39
　鳥取市総務部検査契約課	契約制度係
※資格有効期間は平成31年3月31日までの2年間です。
※申請用紙は本市独自の様式です。鳥取市ホームページま
たは水道局ホームページでダウンロードしてください。
※受付期間終了後の随時申請は、平成 29年 4月 3日以
降に受付けます。格付工種を希望する場合、随時申請
は新規扱いで最下の等級となりますのでご注意くださ
い。なお、平成 29年 6月 9日までの随時申請は継続
扱いとし、本来されるべき格付の 1等級下位の格付
となります。

▽本市公式ホームページ（  2 ページ）

▽水道局ホームページ
　http://www.water.tottori.tottori.jp/

人権擁護委員が委嘱されました
問本庁舎人権推進課	 	0857-20-3143	 	0857-20-3052

森
もり

　悦
えつのり

則さん（平成 28年 10月1日発令	新任）鳥取市
　人権擁護委員は、法務大臣が委嘱した民間の人たちで
す。この制度は、様々な分野の人たちが、地域の中で人
権についての考えを広め、住民の人権が侵害されないよう
に配慮し、人権を擁護していくことが望ましいという考えか
ら設けられたものであり、諸外国にも例を見ないものです。

市民政策コメントを募集します
問	第二庁舎経済・雇用戦略課（〒680-0047	上魚町39）
	0857-20-3249	 	0857-20-3046
	keizai@city.tottori.lg.jp

【仮称】鳥取市中小企業・小規模企業振興条例（案）
　本市では、地域経済の中核的な担い手である中小企業・
小規模企業の振興について、基本理念および市の施策の
基本となる事項を定めるため、「鳥取市中小企業・小規
模企業振興条例」制定することとしています。条例（案）
がまとまりましたので、みなさまの御意見を募集します。
資料公開　本庁舎、駅南庁舎、各総合支所、本市公式ホー

ムページ
公開期間　11月中旬〜 12月上旬（予定）
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月上旬（予定）

平成29年度市立幼稚園入園申し込み
問各市立幼稚園		 	下表参照
受付期間　12月1日（木）〜20日（火）（平日8:30〜17:15）
園名 対象・募集人数 入園説明会 申込・問い合わせ

河
原
幼
稚
園

5 歳児　70人
（H23.4.2〜H24.4.1生）

11月10日（木）
18:30〜
ところ：河原幼稚園

河原幼稚園
0858-85-2750

河原町総合支所
市民福祉課
0858-76-3113

福
部
未
来
学
園
幼
稚
園

5 歳児　35人
（H23.4.2〜H24.4.1生）

11月18日（金）
18:30〜
ところ：福部未来学園

幼稚園

福部未来学園幼稚園
0857-75-2146

福部町総合支所
市民福祉課
0857-75-2812

こ
じ
か
幼
稚
園（
鹿
野
町
）

3 歳児　35人
（H25.4.2〜H26.4.1生）

4 歳児　若干名
（H24.4.2〜H25.4.1生）

5 歳児　若干名
（H23.4.2〜H24.4.1生）

11月22日（火）
18:30〜
ところ：こじか幼稚園

こじか幼稚園
0857-84-2251

鹿野町総合支所
市民福祉課
0857-84-2013

※定員を超える場合は、抽選で決定します。

リノベーションスクール開催
　実在の遊休不動産を対象に、全国から集まった受講生
と国内で先駆的な取り組みを行っている講師が一丸とな
り、リノベーションの事業計画を 3日間かけて作成し
ます。一般参加が可能な講演会や公開プレゼンテーショ
ンもありますので、ぜひお越しください。

第3回リノベーションスクール＠鳥取
問 	本庁舎中心市街地整備課
	0857-20-3276	 	0857-20-3048

と　き　11 月 18日（金）〜 20日（日）
ところ　旧コトブキ家具店 2・3階（二階町二丁目）
対象物件　中心市街地内の遊休不動産 3件
※詳しくは本市公式ホームページをご覧ください。

リノベーションスクール＠浜村温泉
問 	本庁舎都市企画課
	0857-20-3272	 	0857-20-3048

と　き　平成 29年 2月 3日（金）〜 5日（日）
ところ　気高町浜村
※受講生募集やスケジュールなど詳細については、市報や
本市公式ホームページなどで随時お知らせします。

鳥取市男女共同参画  絵手紙コンテスト最優秀賞2作品を紹介します
問本庁舎男女共同参画課
	0857-20-3166	 	0857-20-3052

　家庭、職場、学校、地域などで男性も女性も共に認め
支え合い、性別に関わりなく個性と能力を発揮できる社会
をイメージさせる絵手紙を募集しました。
　数多くの作品の応募があり、審査の結果、最優秀賞２作
品、優秀賞４作品、入賞８作品が選ばれました。

【
最
優
秀
賞
】

山本栄美子さん 大西瑠美さん

問 	本庁舎庁舎整備局
	0857-20-3012	 	0857-20-3029
	メールchoshaseibi@city.tottori.lg.jp

　新本庁舎建設地が病院跡地であることを考慮し、
自主的に、土壌汚染対策法に定められた 21の有害
物質を調査しました。その結果、旧病院で使用され
ていた有害物質は検出されませんでしたが、敷地の
一部から溶出量基準を上回る「ヒ素」が確認されま
した。新本庁舎の建設にあたっては、土壌汚染の拡
散や健康被害が起こらないよう、土壌汚染対策法に
基づき適切に工事を行うとともに、定期的に地下水
の調査を行います。

調査期間　平成 27年 9月〜平成 28年 9月
①土壌溶出量調査
　一部区画で土壌溶出量基準（＊１）（0.01mg/L
以下）を上回る「ヒ素」が確認されました（溶出量：
0.011 〜 0.069mg/L）
（＊１）70年間、1日2L、有害物質が溶け出した地

下水を飲用した場合に、人に対して影響を起こ
さないための基準

②土壌含有量調査
　すべての物質が土壌含有量基準（＊２）を下回り
ました
（＊２）	70 年間、１日 100mg（大人の場合、子ども（6

歳以下）は 200mg）、有害物質が含まれた土壌
を直接摂取した場合に、人に対して影響を起こ
さないための基準

※詳しくは本市公式ホームページをご覧ください。

新本庁舎建設地の
土壌汚染調査を実施しました

市報10月号の訂正
　とっとり市報10月号（血糖値・HbA1c測定）に誤りが
ありました。以下のとおり、お詫びして訂正します。
・16㌻：血糖値測定  11月16日（水）（誤：11月14日（月））
　　　※時間・会場は変更ありません。


