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公共交通を利用しましょう！
問 本庁舎交通政策課

 0857-20-3257  0857-20-3048

■便利で役に立つ情報をご紹介します
　県内では、10 月末まで集中的な公共交通利用促進
のための取り組みが行われています。生活交通の維持・
確保に向けて、これまで以上に積極的な公共交通機関
の利用をお願いします。
①便利なバス検索システム「バスネット」

　鳥取大学が開発した「バスネット」は、携帯電話
やスマートフォンなどで、手軽に路線バスやくる
梨・鉄道の経路や乗換の情報を検索できるシステム
です。また、路線バスやくる梨の現在位置を検索す
ることができます。

②路線バスのお得な定期券
　運転免許証を自主返納された 70 歳以上の人を対
象に、日ノ丸自動車㈱と日本交通㈱の路線バスを利
用できる 6 か月定期券（「グランド 70」）を 2000
円で販売しています（運転経歴証明書の交付日から
1 年間で 2 回まで購入可能）。

岩井線快速便が運行開始
　平成 30 年 10 月 1 日より「鳥取駅〜中央病院〜
岩美駅」を結ぶ岩井線快速便の運行が開始されます

（1 日 3 往復 6 便）。中央病院〜岩美駅の途中バス停
には停車せず、自動車専用道路を運行するため、所
要時間が既存の岩井線より約 20 分短縮されます。
※岩美駅行き、鳥取駅行きともに 2 便目はゆめぐ

りエクスプレスと接続されます（バスの乗り換
えはありません）。

※詳細につきましては、日本交通株式会社ホーム
ページをご覧ください。

問 日本交通株式会社鳥取営業所バス営業課
 0857-23-1122
 http://www.nihonkotsu.co.jp

農家相談会のお知らせ
問 第二庁舎農業委員会事務局

 0857-20-3392  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 5 日（月）〜 27 日（火）
　　　　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） と　　こ　　ろ
5日（月） JA 鳥取いなば鳥取支店

6日（火） JA 鳥取いなば邑美支店

7日（水） JA 鳥取いなば高草支店

8日（木） JA 鳥取いなばせんだい支店

9日（金） JA 鳥取いなば湖東支店

13日（火） JA 鳥取いなば湖南支店

14日（水） 国府町総合支所

15日（木） 福部町総合支所

16日（金） 河原町コミュニティセンター

19日（月） 用瀬町総合支所

20日（火） 佐治町コミュニティセンター

21日（水） 気高町総合支所

26日（月） 鹿野町総合支所

27日（火） 青谷町総合支所

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

　本市では、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、任意団体または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）。

募集締切　10 月 31 日（水）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。日程は施設により異なりますが、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。

指定期間満了のため指定管理者を募集する施設　※指定期間：平成31年4月1日〜平成36年3月31日（5年間）

募集単位 施　　設　　名（所在地） 施設所管課（問い合わせ先）
① 鳥取市民会館（掛出町） 問 本庁舎文化交流課

 0857-20-3226② 城下町とっとり交流館（元大工町）

③ 鳥取市湯谷荘（河原町湯谷） 問	駅南庁舎長寿社会課
 0857-20-3449

④ 鳥取市立下味野児童館ほか 11 児童館（下味野ほか） 問 駅南庁舎こども家庭課
 0857-20-3462

⑤ 鳥取市気高町遊漁センター（気高町八束水） 問 第二庁舎観光戦略課
 0857-20-3227

⑥ 鳥取市青谷町特産物加工販売施設（青谷町青谷） 問 第二庁舎農業振興課
 0857-20-3232⑦ 鳥取市食文化体験施設万葉の館（国府町庁）

⑧ 鳥取市安蔵森林公園（河内）
安蔵公園（河内）

問 第二庁舎林務水産課
 0857-20-3235

⑨ 気高町浜村砂丘公園ほか 4 施設（気高町浜村ほか）

問 本庁舎都市環境課
 0857-20-3273

⑩ 重箱緑地（浜坂）

⑪ 鳥取市用瀬町運動公園（用瀬町古用瀬）

⑫ 湖山池公園（桂見ほか）

⑬ 鳥取市 B&G 海洋センター（三津）

問	 第二庁舎生涯学習・スポーツ課
 0857-20-3373⑭ 鳥取市営サッカー場バードスタジアム（蔵田）

千代川倉田緑地（円通寺）

⑮ 鳥取市文化センター（吉方温泉）

新たに指定管理者を募集する施設　※平成 31 年 6 月 1 日〜平成 36 年 3 月 31 日（4 年 10 カ月）

募集単位 施　　設　　名（所在地） 施設所管課（問い合わせ先）

⑯ 道の駅西いなば気楽里（鹿野町岡木） 問 第二庁舎観光戦略課
 0857-20-3227

10 月は乳がんのこと知ってほしい…
問 さざんか会館健診推進室   0857-20-0320  0857-20-3915

　毎年10月に「乳がん」に対する正しい知識を普及し、
早期発見・早期治療の大切さを伝えるために、「ピン
クリボン」をシンボルとした、さまざまなキャンペー
ンや活動がすすめられています。
★まずは乳がん検診を受けましょう！
　検査はマンモグラフィ（乳房レントゲン）です。2
年に1回、定期的な検査が大切です。

★自己触診も早期発見のかぎ！
　乳がんは自分で見つけることが
できるがんです。月に1回、日を
決めて、入浴時や鏡の前で自己触
診を始めましょう。
　あなたとあなたの大切な人を乳がんから守るため
に、早期発見・早期治療に努めましょう。

わっか秋号 vol.33 を発行しました
問 本庁舎中心市街地整備課

 0857-20-3276  0857-20-3048

　「わっか」は、まちなかの動きや人、お店などを紹
介する情報誌です。
○まちのわっか：山陰三ッ星マーケット
○とっとりまちづくり：まちなか地域おこし協力隊 他
○まちの映画館（鳥取シネマ）
○まちの気になるお店案内（若桜

街道クラフト編）
○イベント情報
【主な設置場所のご案内】
〇公民館、総合支所、図書館、と

りぎん文化会館などの公共施設
〇こむ・わかさ、鳥取大丸、シャ

ミネ、Ypub&Hostel、サービス呉服店、鳥取画材、
ギャラリーそらなどのわっか設置提携店やイオン鳥
取北店など

〇本庁舎、駅南庁舎、さざんか会館、福祉文化会館、
市営片原駐車場、五臓圓ビルに設置してあるまちな
かラック

※本市公式ホームページからもご覧になれます。

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

受付期間　10 月 1 日（月）〜 23 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。

グランド 70（シルバー定期券）▲

◀バス検索システム「バスネット」


