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新本庁舎駐車場の利用について
問	新本庁舎資産活用推進室
	0857-30-8135	 	0857-20-3948

　新本庁舎駐車場は、民間事業者が運営・管理する
24時間営業の有料時間貸駐車場となります。
　ただし、庁舎に用務でお越しの人や、市民交流セン
ターの一部の施設をご利用の人については、下記のと
おり無料処理の手続きを受けることができます。用務
が終わり次第、駐車券を市職員に提示し、無料処理の
手続きを受けた後に、出庫をお願いします。

【供用開始】10 月 15 日（火）7:30 〜
【利用料金】

曜　日 時間帯 利用料金

平　　日
7:30 〜 18:00 60 分毎		300 円

18:00 〜			7:30 60 分毎		100 円／
最大料金 400円

土・日・祝日 7:30 〜翌7:30 60 分毎		100 円／
最大料金 600円

※最大料金は繰り返し適用
【無料処理】

対　　象　　者 処理内容

手続きなどで庁舎に
用務のある一般来庁者 所要時間無料

（手続きなどに要した
時間に限り無料）市が実施する事業や

会議などの参加者など

市民交流センターの多目的
室、情報スペース利用者 3時間無料

※上記に該当しない場合は有料
【駐車区画】
駐車区画：200台（うちハートフル駐車場 12台）
※全長 5㍍、全幅1.9㍍を越える車両は駐車できま
せん。

NET119緊急通報システムの
運用開始

問	鳥取県東部広域行政管理組合消防局情報指令課
	0857-23-0119	 	0857-26-9406
	shirei@tottori-tobushobo.jp

　音声による 119番通報が困難な人が、スマートフォ
ン・携帯電話からインターネットを使って「119 番
通報」できるNET119 緊急通報システムの運用を 9
月 1日から開始しました。
　このシステムは、通報時にGPS機能による位置情
報や事前登録情報を送ることができるほか、チャット
機能で文字や画像を利用して会話をすることができま
す。システムを利用するためには、事前登録が必要に
なります。

【対象】
　原則として、東部消防局管内にお住まいの、文字情
報などによる意思疎通が可能な聴覚または音声・言語
機能障がいなどのある人です。

【登録方法】
　鳥取市用のQRコードを読み取るか、
専用アドレスに空メールを送り、事前登
録をWEB申請してください。

QR コード非対応の携帯電話用鳥取市専用アドレス
	r.tottori.tottoritoubu@net119.speecan.jp

鳥取市用
QRコード

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（木）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：令和 2年 4月 1日〜令和 7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
鳥取市総合福祉センター「さざんか会館・高齢者福祉セ
ンター」（富安二丁目） 問	駅南庁舎長寿社会課

	0857-20-3449
②

鳥取市福部町ほっとスイミングプール（福部町海士）
鳥取市福部砂丘温泉ふれあい会館（福部町海士）

環境局内の担当業務の変更
問	本庁舎生活環境課		 	0857-20-3218	 	0857-20-3045

　環境局（生活環境課および環境・循環推進課（鳥取県東部庁舎４階））は、いずれも新本庁舎 2階に移転（10
月 15日業務開始）しますが、担当業務が変更となりますので、お問い合わせの場合にはご注意ください。

課　　　名 主　　な　　業　　務

生 活 環 境 課

環境政策係 環境基本計画、再生可能エネルギー、自然保護

生活衛生係 生活衛生営業の許可届出（理美容所、旅館、民泊など）、墓地・埋葬

環境保全係 水・大気・土壌などの環境保全、騒音・振動・悪臭など公害の防止、温泉法・
ビル管法

廃棄物対策課
（現 環境・循環推進課）

管　理　係 ごみ分別・減量化、家庭ごみ収集、一般廃棄物処理施設

指　導　係 不法投棄・不適正処理指導、PCB廃棄物の届出、使用済物品放置防止

審　査　係 廃棄物処理施設の許可、処分業・収集運搬業の許可

令和2年度保育所入所の申込み
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）、各保育所

　各保育所・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16日（水）より配布予定）
に、必要事項を記入のうえ、入所を希望する施設に直
接お申し込みください。
※詳しくは、市報 11月号に掲載予定
受付期間　11月 1日（金）〜 20日（水）

鳥取砂丘ビジターセンター
フェスティバル

問	山陰海岸国立公園鳥取砂丘ビジターセンター
	0857-22-0021
	https://www.sakyu-vc.com/jp/

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 18日（金）まで
　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。

「ノルデ運動」参加者募集中 ! !
問	本庁舎交通政策課
	0857-20-3257	 	0857-20-3048

　JR や路線バスの利用を促進
し、公共交通を守っていくととも
に、CO2 の削減による地球温暖
化防止に貢献するため、ノルデ運
動（ノーマイカー通勤）に全市的に取り組みます。
■実施日
11 月 1日（金）〜令和 2年 3月 31日（火）
※毎週金曜日は取り組み強化日

■対　象
〇市内の事業所などに勤務されている人で、普段マ
イカー通勤をしている人
〇通勤手当（JR、バス、徒歩、自転車）の受給者

■内　容
○事前に勤務先をとおして「ノルデ運動」参加登録
を行ってください。
○参加登録後、「ノルデカード」を送付します。
○実施後、各事業者（参加者）から実績報告を提出
をしていただきます。

■参加特典
毎週金曜日に次の特典が受けられます。
○路線バス運賃が半額（乗車、降車のいずれかに鳥
取市内の区間が含まれる場合に限る）
○協賛店舗での割引サービス

なしーの　　らっきょる　　トーフ・デ・チクーワ
ノルデーズ 　10月で開館 1周年を迎える鳥取砂丘ビジターセン

ター。期間中は何度来ても学べる、楽しめるスペシャ
ルなイベントがめじろ押し！ワクワクがいっぱいの鳥
取砂丘ビジターセンターフェスティバルに、みんなで
出かけよう！
と　き 9 月 28日（土）〜 11月 4日（月・振）
	 9:00 〜 17:00
入館料 無料
【主なイベント】
●山陰海岸海ごみ調査隊「レジンペレットを探せ! !」

と　き	 10 月 12日（土）10:00 〜 14:00
定　員	 20 人　※要予約

●山陰海岸ジオパーク  サンド＆ストーンラリー
　（岩石標本作り）

と　き	 10 月 19日（土）
	 10:30 〜 11:30、13:30 〜 14:30
定　員	 各 9 人　※要予約

● SDGs カードゲーム
と　き	 10 月 20日（日）
	 10:00 〜 12:30、14:00 〜 16:30
内　容	 「SDGs ってなに？」の疑問を楽しく解決
定　員	 各 25 人　※要予約

●砂絵をつくろう
と　き	 10 月 27日（日）
	 10:00 〜 11:30、
	 14:00 〜 15:30
※予約不要、自由参加


