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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。

鳥取市役所　
 0857ー22ー8111㈹
 0857ー20ー3040

〒680ー8571
（郵便物は郵便番号と課名のみで届きます）
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/

防災行政無線の内容は電話で確認できます
　防災行政無線の放送内容が聞き取れな
かったときなど、放送内容の確認をした
いときは、「防災行政無線放送内容確認ダ
イヤル」へお電話ください。
※本庁舎から一斉放送したものに限ります。

 0857-21-6100
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とっとり市報交通規制のお知らせならびにご協力のお願い

ドライバーのみなさんの
ご理解・ご協力を
お願いいたします

START
スタート

鳥取砂丘オアシス広場付近

●選手の走行中の道路の横断ができません。
●マラソンコースでの駐・停車はご遠慮ください。
●交通規制・迂回については現場警察官・警備員の
　指示に従ってください。

鳥取マラソンの開催に伴い、コースおよびコース周辺において交通規制を実
施します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
当日は、路線バスの運休や遅延、宅配便などの遅配などが予想されます。

FINISH
フィニッシュ
コカ・コーラウエスト

スポーツパーク陸上競技場

※エリアごとに通行規制時間が違います。
　規制時間は予定であり、変更になる
　こともあります。
※エリア 5.12.16 では全面通行止めと
　なるところが一部あります。

●大会に関するお問い合わせ先
日本海新聞 事業課内「鳥取マラソン実行委員会」事務局

大会ホームページ http://www.nnn.co.jp/event/marathon/

鳥取マラソン 検 索〒680-8688　鳥取県鳥取市富安2丁目137　月～金／10:00～18:00　※土・日・祝日を除く

TEL.0857-21-2885

午前６時～午後３時半ごろ
３月11日

日

一般車両 通行規制（予定）

規制エリア 規制内容規制時間（予定）

全面
通行止め

片側
（ランナー走行車線）
通行止め

※１…鳥取城跡周辺の道路
　　　は全面通行止め

スタートエリア
エリア 1
エリア 2
エリア 3
エリア 4

エリア 5

エリア 6
エリア 7
エリア 8
エリア 9
エリア 10

一般車両 通行規制（予定）

規制エリア 規制内容
片側

（ランナー走行車線）
通行止め

片側
（ランナー走行車線）

通行止め

全面通行止め

規制時間（予定）

片側（ランナー走行車線）
通行止め
※片側2車線のうち、左側車線
　をランナーが走行するため、
　一般車両は右側車線を走行

エリア 11

エリア 12

エリア 13

エリア 14

エリア 15

エリア 16

エリア 17

エリア 18

ＪＲ鳥取駅および津ノ井駅方
面へ進む車両は、選手の走行
中（9:20～11:25）、マラソ
ンコースの横断ができないた
め、福部方面への迂回をお願
いします。

ポイント⑭はランナーの走行状況
により河原方面への通り抜けがで
きません。河原方面へは、ポイン
ト⑮から源太橋を渡り、国道53
号への迂回をお願いします。

県道 42 号・鳥取河原線 PUBLIC INFORMATION
とっとり市報 No.1091

鳥取市の人口
　男　： 91,456人［ - 26 ］
　女　： 98,288人［ - 29 ］
合　計： 189,744人［ - 55 ］
世帯数： 79,788 ［ + 28 ］
平成30年2月1日現在［　］内は前月比

今月の表紙

館蔵品展Ⅲ　故郷・鳥取の歴史に触れる 

　鳥取市歴史博物館（やまびこ館）で平成 29 年
度 館蔵品展Ⅲが開かれています。約 5 年に 1 度
開催されていて、今回が3回目。2月11日（日・祝）
には、出陳している館蔵品について解説する「ギャ
ラリートーク」が行われ、多くのお客さんが訪れ
ました。山

や ま な

名宗
そうぜん

全持経や西
さいごう

郷吉
き ち の す け

之助（隆
たかもり

盛）の書
状など、初公開の資料がたくさんあり、訪れたお
客さんは熱心に解説を聞くとともに、普段お目に
かかれない貴重な資料をじっくり鑑賞していまし
た。
　館蔵品展の期間は 3 月 25 日（日）まで。ま
た、やまびこ館・国指定重要文化財「仁風閣」・
とっとり城下町交流館「高砂屋」の山の手 3 館
連携事業「スタンプラリーで城下町ぶらり」も 3
月 25 日（日）
まで開催中で
す。ぜひお越
しください。 慶応 3（1867）年 12 月 24 日付 西郷吉之助書状


