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“ 育む個性・輝く笑顔が でっかい魅力!!” 令和2年度小規模校転入制度児童生徒募集
問	新本庁舎学校教育課		 	0857-30-8411	 	0857-20-3952	 	kyo-gakkou@city.tottori.lg.jp

　本市では、小規模校の特色を生かした教育が、他の
校区の児童生徒にも受けられるように、市内の小規模
小・中・義務教育学校に入学・転学を希望する場合、
一定の条件のもとで、入学・転学を認めています。

■入学・転学の条件
・市内に在住し、令和２年 4月 1日現在で小学校・中
学校に在籍する児童生徒が対象。

・原則、児童生徒の通学は、保護者の送迎または公共
交通機関の利用。

・年度当初から 1年間以上の通年通学に限る。
■募集期間
　11月1日（金）〜 令和２年1月17日（金）
※学校見学や体験入学ができます。詳しくは、各学校
にお問い合わせください。

※募集の詳しい内容については、本市公式ホームペー
ジをご覧ください。

■実施校

東郷小学校
篠坂 6	番地 1	 	0857-53-2542
	http://cmsweb2.torikyo.ed.jp/ttogo-e/

明治小学校
松上 159	 	0857-56-0001
	http://cmsweb2.torikyo.ed.jp/meiji-e/

瑞穂小学校
気高町下坂本 48	 	0857-82-0361
	http://cmsweb2.torikyo.ed.jp/mizuho-e/

逢坂小学校
気高町山宮 369-2	 	0857-84-2026
	http://cmsweb2.torikyo.ed.jp/ousaka-e/

西郷小学校
河原町牛戸 14-1	 	0858-85-0807
	http://cmsweb2.torikyo.ed.jp/ysaigo-e/

佐治小学校
佐治町福園 41	 	0858-88-0351
	http://cmsweb2.torikyo.ed.jp/saji-e/

湖 南 学 園
六反田 1-5	 	0857-57-0021
	http://cmsweb2.torikyo.ed.jp/konan-e/

福部未来学園
福部町高江 188	 	0857-75-2004

	http://cmsweb2.torikyo.ed. jp/
	 fukubemirai/

鹿 野 学 園
（流沙川学舎）

鹿野町鹿野 2888	 	0857-84-1100
	http://cmsweb2.torikyo.ed.jp/sikano/

鹿 野 学 園
（王舎城学舎）

鹿野町鹿野 896	 	0857-84-2105
	http://cmsweb2.torikyo.ed.jp/sikano/

江山学園※
	0857-53-0600（江山中学校）

※令和 2年 4 月開校（神戸小・美和小・
江山中学校を義務教育学校へ）
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※地図は一部変更、省略してあります。
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●
福部未来学園

●江山学園
　（現美和小学校）

●鹿野学園（流沙川学舎）
●鹿野学園（王舎城学舎）

●逢坂小学校
●湖南学園

●明治小学校

西郷小学校
●

■鳥取駅

東郷小学校●

佐治小学校
●

●瑞穂小学校

この制度を利用して、
自然豊かな環境で
学校生活を送ってみませんか？

※遠距離等通学費補助金制度の対象になる場合があります。

11月 8 日は『いい歯の日』です
問	さざんか会館中央保健センター
	0857-20-3194	 	0857-20-3199

健康寿命を延ばす口腔管理
～かかりつけ歯科医がささえる健康生活～
　歯周病は、口の中の歯周病菌などが原因で、日本の
成人の約８割がかかっている慢性の病気です。糖尿病
や動脈硬化などに悪影響を及ぼすことや、妊娠中には
早産・低体重児出産を引き起こすことがあります。
　さまざまな全身疾患との結びつきが深いことから、
歯周病の予防や治療をすることは、全身の健康を維持
するためにとても重要です。

【ふしめ歯科検診  	0857-20-3194】
対象者　鳥取市に住所を有する 40歳・50歳・60歳・

70歳の人、45歳・55歳・65歳の鳥取市国
民健康保険加入者

ところ　鳥取県東部歯科医師会所属の各歯科医院
負担料　無料（受診券発送済）

【妊婦歯科健康診査  	0857-20-3196】
対象者　鳥取市に住所を有する妊婦
ところ　鳥取県東部歯科医師会所属の各歯科医院
負担料　無料（受診票交付者）

【歯と口の健康づくり講演会】
と　き　11月 21日（木）14:00 ～ 15:00
ところ　さざんか会館 5階大会議室
講　演　「人生 100 年時代に向けて健康寿命をのばす

口腔ケアとは」
講　師　秋

あきやまたけひさ

山剛久さん（秋山歯科・矯正歯科医院院長）
参加料　無料　※申込み不要

市民政策コメントを募集します
鳥取市市政改革プラン（素案）

問	新本庁舎行財政改革課（〒680-8571	幸町71番地）
	0857-30-8112	 	0857-20-3948
	gyouzaisei@city.tottori.lg.jp

　人口減少と人口構造の変化が進む中、質の高い市
民サービスの提供と効率的な行政経営の両立を目指
すため、現在、令和 2年度から令和 6年度を計画期
間とした鳥取市市政改革プラン（第 7次鳥取市行財
政改革大綱）を策定しています。このプラン（素案）
について、市民のみなさんのご意見を募集します。
資料公開	 新本庁舎、各総合支所、本市公式ホーム

ページなど
公開期間	 11 月下旬～ 12 月下旬（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	 12 月下旬（予定）

とっとり交通フェスタ
～１日まるごとっとりバス！～

問	新本庁舎交通政策課
	0857-30-8326	 	0857-20-3953

　珍しいバス車両の展示やバ
スとの綱引き、バス備品の販
売など“バス”を楽しむイベ
ントを開催。大人気の「山陰
三ッ星マーケット」も出店し
ます！

と　き	 11 月 17日（日）10:00 ～ 15:00
ところ	 市役所新本庁舎駐車場、鳥取市民交流センター
※イベント当日は、バスや JRなどの公共交通機関を
利用してお越しください（新庁舎駐車場には駐車で
きません）。

目利きが選ぶ !!
とっとり市

いち

の “かに”販売始まります !
問	とっとり市カスタマーサポートセンター
	0857-54-1952	 	0857-29-1000

問	新本庁舎経済・雇用戦略課
	0857-30-8283	 	0857-20-3947

　鳥取市公式インター
ネットショップ「とっと
り市

いち

」では、冬の味覚の
王者「松葉がに」を全国
へ直送します！
　リーズナブルなご自宅
用から、大切な人へのお
遣い物まで、幅広く取り揃えてお待ちしております。
　鳥取の松葉がにを買うなら、地元の目利きが集まっ
た「とっとり市」をご利用ください！！
　また、とっとり市では、かに以外にも鳥取の魅力的
な商品をインターネットでお気軽にご注文できますの
で、みなさんぜひチェックしてみてください。
	https://tottori-ichi.jp/

とっとり市 ⇦ホームページ
　はこちらから

庁舎移転に伴う不用品販売
問	新本庁舎出納室
	0857-30-8436	 	0857-20-3917

　庁舎移転に伴う不用品の即売会を開催します。
と　き	 11 月 15日（金）～ 17日（日）
	 9:00 ～ 14:00（最終入場 13:00）
ところ	 旧本庁舎、旧第二庁舎、駅南庁舎5階駐車場
【注意事項】
・市の施設などで再利用しない備品の販売のため、ど
のようなものがどれくらい販売されるかは、当日ま
でわかりません。最新情報は、本市公式ホームペー
ジをご確認ください。予約、取り置き、購入後の保管・
返品はできません。運搬は購入者自身で行ってくだ
さい。その他、即売会場内掲示をご確認ください。

物品・役務の入札参加資格審査申請の受付
問	新本庁舎検査契約課		 	0857-30-8122	 	0857-20-3948

　令和 2・3年度に市と水道局が発注する物品・役務の
入札参加資格審査の申請を下記のとおり受け付けます。
■定期申請受付期間
　11月 11日（月）～ 12月 10日（火）
※資格期間は令和 4年 3月 31日までの 2年間
※随時申請は令和 2年 2 月 12 日から受付け、毎月
10日を締切として、締切日の翌月 1日より資格を
開始します。この場合、資格開始が令和 2年 4月 1
日にならない場合があります。

■書面による申請書提出先
　〒 680-8571　鳥取市幸町 71番地
　鳥取市検査契約課契約制度係	宛

　申請書は、本市独自の様式で、検査契約課に用意し
てあります。本市公式ホームページ・水道局ホームペー
ジからダウンロードもできます。
※書面による申請のほか、電子申請による申請の受付
も行います。詳しくは本市公式ホームページにてご
確認ください。

▷本市公式ホームページ（	 	2 ページ）
▷水道局ホームページ
　 	http://www.water.tottori.tottori.jp/


