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ハロウィンジャンボ宝くじ発売！
問 鳥取県市町村振興協会   0857-29-3184
発売期間　10 月 11 日（水）～ 31 日（火）
　ハロウィンジャンボ宝くじの収益金は、市町村の明る
く住みよいまちづくりのため
に活用されています。
　県内の宝くじ販売実績など
に応じて収益金が配分されま
すので、県内での購入をお願
いします。

糖尿病食生活教室
～し・め・じ（合併症）から身を守るために～
問 鳥取市中央保健センター食育推進係

 0857-20-3192  0857-20-3199
　糖尿病の食事について、管理栄養士・栄養士が実際の
調理を交えながら楽しくわかりやすくお話しします。
【日程（前編・後編の2回シリーズ）】

と　　き 内　　容

11月18日(土）
9:30～14:00

・糖尿病食品交換表ってどうやって
使うの？

・炭水化物を多く含む食品を知ろう
・調理実習　　　　　　　　　 ほか

12月  2日(土）
9:30～14:00

・脂質を多く含む食品を知ろう
・ビタミン、ミネラルを多く含む食

品を知ろう
・調理実習　　　　　　　　　 ほか

ところ　高齢者福祉センター（富安 2 丁目）
　　　　さざんか会館（富安 2 丁目）
対　象　血糖値の高い人、糖尿病の人とそのご家族
受講料　無料
※「し・め・じ」とは糖尿病が原因で起こる合併症（神

経障害、網膜症（目）、腎症）の頭文字のことです。

市民政策コメントを募集します
問 本庁舎中心市街地整備課（〒 680-8571 尚徳町 116）

 0857-20-3276  0857-20-3048
 shigaichiseibi@city.tottori.lg.jp

第3期鳥取市中心市街地活性化基本計画（案）
　本市では平成19年11月に「鳥取市中心市街地活性化
基本計画」を策定し、内閣総理大臣の認定を受けました。
この計画に基づき、鳥取駅周辺、鳥取城跡周辺の二つの
核と、それらをつなぐ若桜街道、智頭街道の二つの軸（二
核二軸）の都市構造を踏まえたまちづくりを念頭に、「住
みたいまち」、「行きたいまち」、「ふるさとを感じるまち」
の実現を基本的な方針として、中心市街地の活性化に取
り組んできました。
　その後、平成25年3月には、第2期計画の認定を受け、

「街なか居住の推進」と「賑わいの創出」を基本的な方針に、
前期計画における「二核二軸の都市構造を踏まえたまちづ
くりの展開」を踏襲しつつ、方向性の明確化により取り組
みの一層の推進を図ってきました。
　これまでの取り組みの検証を踏まえ新たな方向性のも
とで、今後5年間の中心市街地活性化への取り組みを進め
るため「第3期鳥取市中心市街地活性化基本計画（案）」を
作成しましたので、みなさんのご意見をお寄せください。
資料公開　本庁舎総合案内所、駅南庁舎総合案内、各総

合支所の窓口、本市公式ホームページなど
公開期間　10月中旬～下旬（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　10月下旬（予定）

指定管理者の募集
問 本庁舎行財政改革課   0857-20-3164  0857-20-3040

指定管理者を募集する施設 ※指定期間：平成 30 年 4 月 1 日～平成 35 年 3 月 31 日（5 年間）
問 施設所管課：さざんか会館中央保健センター  0857-20-3191  0857-20-3199
募集
単位 施設名（所在地）

① 気高地区保健センター（気高町浜村）

新たに指定管理者を募集する施設 ※指定期間：平成 30 年 4 月 1 日～平成 33 年 3 月 31 日（3 年間）
問 施設所管課：第 2 庁舎生涯学習・スポーツ課  0857-20-3362  0857-20-3364
募集
単位 施設名（所在地）

② 国府町コミュニティセンター（国府町庁）　　国府町農村勤労福祉センタープール（国府町町屋）

③
河原町総合体育館（河原町曳田）　　　　　　佐治町多目的運動広場（佐治町大井）
河原町勤労者体育館（河原町曳田）　　　　　佐治町Ｂ＆Ｇ海洋センター（佐治町加茂）

④

気高町勤労者体育センター（気高町宝木）
気高町農業者トレーニングセンター（気高町浜村）
気高町Ｂ＆Ｇ海洋センター（気高町浜村）
気高町運動広場（気高町浜村）
気高町龍見台テニスコート（気高町日光）
鹿野町農業者トレーニングセンター（鹿野町鹿野）
鹿野町Ｂ＆Ｇ海洋センター（鹿野町今市）
鹿野町運動広場（鹿野町鹿野）

青谷町グラウンド（青谷町青谷）
青谷町グラウンドテニスコート（青谷町青谷）
青谷町農村広場（青谷町青谷）
青谷町体育館（青谷町善田）
青谷町農林漁業者トレーニングセンター（青谷町露谷）

　本市では、下記公共施設の管理運営を行う指定管理者
を単位ごとに募集します。施設所管課または本市公式ホ
ームページより募集要項および業務仕様書などを入手
し、期限までに応募書類を提出してください。
　なお、任意団体が応募することも、複数の団体が一つ
の組織を構成し、応募することも可能です（法人格の有

無を問いません）。

募集期間　10 月 31 日（火）必着
※応募書類の提出前に可能な限り業務説明会に出席して
ください。なお、業務説明会は 10月上旬を予定して
います。詳しくは、募集要項をご覧ください。

生活環境課からのお知らせ
問 本庁舎生活環境課   0857-20-3217  0857-20-3045

　祝日がごみ収集日にあたる地区は、ごみ収集のスケジュールが変更になります。

月 日 可燃ごみ 古紙類 ペットボトル プラスチック
ごみ

食 品トレ イ
資 源 ご み
小 型 破 砕ご み

10月9日（月）
（体育の日） 収集します

お休みします
※11日（水）に振替

収集します お休みします

※ごみを出す時は必ず収集曜日を守り、朝８時までに出してください。ただし、自然災
害（台風・大雨・洪水・大雪・地震など）のおそれがある場合は、身の安全を十分配
慮し、危険または困難な場合は次回の収集日（安全な日）に出すようにしてください。

祝日のごみ収集（鳥取地域） ※鳥取地域以外については総合支所だよりをご覧になるか、各総合
支所市民福祉課（ 12 ページ）までお問い合わせください。

■ごみ減量のメリットについて
　ごみを減らすと、私たちにとってさまざまなメリッ
トがあります。家庭で、事業所で、ごみの減量にご協
力ください。
◆地球環境の保全

ごみ減量化は、資源保護、省エネルギー、地球温暖化
防止や大気・水の汚染防止などにつながります。私た
ちにとって良い環境になるとともに、次世代へも良い

影響を残すことができます。
◆事業所にとっては
・企業のイメージアップ

　環境に関する積極的な取り組みを実践し、PRするこ
とにより、環境に配慮している企業という、イメージ
アップの効果が期待されます。

・コストの削減
　設備や事務用品などの無駄遣いを減らし、職場での
体系的な節約を行うことで、ごみの減量化と経費の削
減が期待されます。

シリーズ 4R のひみつ    第 7 回

乾電池・蛍光管の収集
　鳥取地域の乾電池・蛍光
管の収集は10月2日（月）
～ 6日（ 金 ）の小型破砕ご
みの収集日です。乾電池は
透明または半透明の袋に入
れ、蛍光管は壊れないよう
購入時のケースなどに入れ
て、出して下さい。

 10月

農家相談のお知らせ
問 第二庁舎農業委員会事務局

 0857-20-3392・3393  0857-20-3043
　相談希望者は、事前に農業委員会事務局、ＪＡ鳥取い
なば各支店（鳥取地域）、各総合支所産業建設課にお申
し込みください。
と　き　11 月 6 日（月）～ 27 日（月）
　　　　13:30 ～ 16:00
内　容　農地の売買、貸借、転用、農業者年金など

とき（11月） 内　　容
6 日（月） JA 鳥取いなば鳥取支店

7 日（火） JA 鳥取いなば邑美支店

8 日（水） JA 鳥取いなば高草支店

9 日（木） JA 鳥取いなばせんだい支店

13 日（月） JA 鳥取いなば湖東支店

14 日（火） JA 鳥取いなば湖南支店

15 日（水） 国府町総合支所

16 日（木） 福部町総合支所

17 日（金） 河原町中央公民館

20 日（月） 用瀬町総合支所

21 日（火） 佐治町総合支所

22 日（水） 気高町農業者トレーニングセンター

24 日（金） 鹿野町総合支所

27 日（月） 青谷町総合支所

平成30年度保育園入園申し込み
問 駅南庁舎こども家庭課

 0857-20-3464  0857-20-3405
　 各総合支所市民福祉課（  12 ページ）、各保育園
　各保育園・市役所駅南庁舎こども家庭課・各総合支所
市民福祉課にある申込書類（10 月 20 日（金）より配
布予定）に、必要事項を記入のうえ、入園を希望する園
に直接お申し込みください。※詳しくは、市報 11 月号
に掲載予定です。
受付期間　11 月 1 日（水）～ 20 日（月）


