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児童手当の現況届は6月中に
問	駅南庁舎こども家庭課		 	現況届専用ダイヤル（6月11日（月）～29日（金））0857-20-3842	 	0857-20-3405
	 各総合支所市民福祉課（ 	12ページ）

　平成30年6月1日現在で児童手当を受給している人
は、受給資格を確認するための現況届（6月中旬に郵送）
を提出してください。
受付期間　6月11日（月）～ 29日（金）
提出方法　郵送（返信用封筒を同封）または、市役所

駅南庁舎地下第2会議室、各総合支所市民
福祉課窓口に直接ご持参ください。

必要書類　①印鑑（認め印可）持参の場合のみ
②会社に勤務している人=受給者の健康保
険被保険者証のコピーまたは年金加入証
明書（様式は現況届裏面にあります）

③別居監護申立書
④児童の住民票または住民票記載事項証明
書（世帯主との続柄が記載されたもの）

※③④は受給者と児童の住所が異なる場合
のみ必要です。④は児童の住所が市外に
ある場合のみ必要です。

※現況届を提出しないと、手当の支給ができなくなっ
たり、遅れたりすることがありますのでご注意くだ
さい。

※公務員は日程が異なります（勤務先への提出が必要
です）。

第61回鳥取市民体育祭　20種目で熱戦始まる！
問	第二庁舎生涯学習・スポーツ課		 	0857-20-3371	 	0857-20-3364

　市内の44の小学校区を人口規模によりA～Cの3つ
のグループに分け、それぞれのグループ内で順位を競
う小学校区対抗形式です（但しオープン種目は、グルー
プに関係なく自由参加となります）。本年度より、オー
プン種目にソフトバレーボールが加わりました！アマ
チュア競技者であればお住まいの校区で参加できます。

みんなでスポーツに汗を流し、交流を深めましょう！
▷総合開会式	 と　き　6月10日（日）
	 ところ　鳥取市民体育館
▷総合閉会式	 と　き　10月8日（月・祝）陸上競技終了後
	 ところ　コカ・コ－ラボトラーズジャパン

スポーツパ－ク

区分 種　目 本大会期日 競技開始 本大会会場

得
点
種
目

●総合開会式
6 月 10日（日）

9:00
鳥取市民体育館

	卓　球 10:00
ゲートボール 6 月 10日（日）/予備日6月 17日（日） 　9:00 美保多目的広場
テニス（Aグループ） 6 月 17日（日）/予備日7月			8 日（日） 　9:00 千代テニス場
グラウンド ･ゴルフ 6 月 17日（日）/予備日6月 24日（日） 　9:00 白兎グラウンド ･ゴルフ場

バスケットボール 6 月 17日（日） 　9:00 国府中学校体育館
国府町体育館

ソフトテニス（B・Cグループ） 6 月 24日（日）/予備日7月			1 日（日） 　9:00 千代テニス場
弓　道

7 月			1 日（日）

10:00 鳥取市弓道場
バドミントン 　9:00 鳥取市民体育館

女子バレーボール 10:00 河原町総合体育館
河原町勤労者体育館

水　泳 7 月			8 日（日）/予備日8月			5 日（日）開始式 8:30 国府町農村勤労福祉センタープール
ペタンク 7 月 15日（日）/予備日7月 22日（日） 　8:30 美保多目的広場
男子バレーボール 7 月 22日（日） 10:00 鳥取市民体育館
ソフトボール（Aグループ）

8 月			5 日（日）/予備日8月 12日（日）
　8:30 若葉台野球場

軟式野球（B・Cグループ） 　8:30 倉田スポーツ広場野球場
陸　上

10 月			8 日（月 ･祝）
開始式 8:30 コカ･コーラボトラーズジャパンスポー

ツパーク（鳥取県立布勢総合運動公園）●総合閉会式 15:00

オ
ー
プ
ン
種
目

	相　撲 6 月 10日（日） 10:00 富桑体育館相撲場
	剣　道

6 月 17日（日）
10:00

鳥取市武道館
	柔　道 10:00
	ボート 7 月			1 日（日） 8:00 湖山池ボートコース
	ソフトバレーボール 8 月 26日（日） 　9:30 鳥取市民体育館

※	屋外競技の雨天順延は 1回とする
※	雨天などによる試合実施についての問い合わせは、7:00 以降に市役所へ電話すること（ 	0857-22-8111）

計量器（はかり）の定期検査
問	第二庁舎経済・雇用戦略課
	0857-20-3222	 	0857-20-3046

　取引および証明に使用している計量器は 2年に 1
度の定期検査を受検しなければなりません。
対象地域　国府・河原・用瀬・佐治地域
持 ち 物　定期検査受検票（前回の該当者には事前に

通知）、計量器、検査手数料
検査日
（6月） 検査時間 検査会場

22日(金) 10:00 ～ 16:00 河原町総合支所	（正面玄関付近）

26日(火)
10:00 ～ 12:00 佐治町コミュニティセンター（正面玄関付近）

13:30 ～ 16:00 用瀬地区保健センター（正面玄関付近）

27日(水) 10:00 ～ 16:00 国府町コミュニティセンター（正面玄関付近）

【こちらは “ぼうさい鳥取市”です】
出水期に備えた防災体制を！

問	本庁舎危機管理課
	0857-20-3127 	0857-20-3042

　概ね 6月～ 10月は、梅雨や台風などで河川が増水
しやすい時期 (出水期 )であり、注意が必要です。土
砂災害や河川が氾濫した場合などに備えて、鳥取市総
合防災マップなどで避難場所や避難方法などを確認し
ておきましょう。
　市民のみなさんの生命に危険が及ぶと判断した場
合、市長が避難勧告等を発令し、みなさんに避難を促
します。発令内容について、今一度ご確認ください。
発令区分 実施の時期

避難準備・高齢
者等避難開始

避難行動に時間を要する者が避難行
動を開始しなければならない状況で
あるとき

避難勧告 災害の発生するおそれがあり、自発
的に避難を促すとき

避難指示（緊急）
上記より状況がさらに悪化し、避難
すべき時期が切迫したときまたは災
害が発生し現場に残留者があるとき

認知症になっても、安心して生活できるよう
認知症初期集中支援チームがお手伝い
問	駅南庁舎長寿社会課
	0857-20-3449 	0857-20-3404

　認知症初期集中支援チームは、認知症についての知
識を持つ医療や介護の専門職がチームを組んで、認知
症の初期段階の人や、認知症と診断をされていても医
療や介護サービスを受けていない人などに集中的に支
援を行います。
　認知症は早期に気づき、早期に対応することが大切
です。認知症に関する困りごとや心配ごとは、お住ま
いの地域の地域包括支援センターにご相談ください。

西・南・北・中ノ郷中学校区、福部未来学園校区
鳥取中央地域包括支援センター
富安二丁目 138-4（駅南庁舎 1階） 0857-20-3457

東・桜ヶ丘・国府中学校区
鳥取東健康福祉センター包括支援係
国府町宮下 1221（国府町総合支所内）0857-25-5021

江山・高草・湖東中学校区、湖南学園校区
鳥取こやま地域包括支援センター
湖山町西一丁目 512
（学習・交流センター鳥取 2階）

0857-32-2727

河原・千代南中学校区(用瀬・佐治)
鳥取南地域包括支援センター
用瀬町別府 96-2
（用瀬地区保健センター内）

0858-76-2351

気高・青谷中学校区、鹿野学園校区
鳥取西地域包括支援センター
気高町浜村 50-22
（気高地区保健センター内）

0857-82-6571

松くい虫防除の薬剤散布にご協力を
問	（賀露町区域）第二庁舎林務水産課
	0857-20-3235	 	0857-20-3047

問	（福部町区域）福部町総合支所産業建設課
	0857-75-2814	 	0857-74-3714

　松くい虫防除のため、散布機による薬剤地上散布を
行います。

散布区域
福部町湯山
（ジオパーク
ロード周辺）

福部町海士 賀露町

散布日
(第１回) 5月29日(火) 5月30日(水) 6月		1日(金)

散布日
(第2回) 6月12日(火) 6月13日(水) 6月16日(土)

時　間 5:00 ～ 8:00 5:00 ～ 8:00 5:00 ～ 12:00

※当日の気象条件などにより予定が変更となる場合が
あります。

【おねがい】
●散布当日に散布地域とその付近の山林に入ると、頭
痛やめまいなどが起きることがあります。散布後１
週間程度は散布区域への入山を控えてください。
●散布中は地域内での駐車は避けてください。薬剤がか
かったと思われたら、すみやかに洗車してください。

●散布区域内で山菜などを採られる人は、散布前日ま
でに採ってください。
●散布区域付近に住んでいる人は、当日の午前中は、
洗濯物などを外に干さないようにしてください。
※使用する薬剤は果樹園や田畑でも広く使用されるス
ミパイン乳剤（MEP80）を水で薄めたものです。


