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会計年度任用職員募集
問	本庁舎職員課
	0857-30-8116	 	0857-20-3957

任用期間	 令和2年4月1日（予定）～令和3年3月31日
受付期間	 12 月 27日（金）まで
試 験 日	 令和２年１月中旬予定
受験案内	 本庁舎総合案内、各総合支所など
※詳しくは、受験案内または本市公式ホームページを
ご覧ください。

市民通報アプリの試行事業を
実施します

問	本庁舎市民総合相談課
	0857-30-8181	 	0857-20-3919

　市民のみなさんが日常生活の中で確認された情報
を、適時・的確に提供していただくツールとして、IT
技術の活用・導入を検討するため、通報アプリケーショ
ンの試行事業を実施します。
■使用するアプリケーション
フィックスマイストリートジャパン
（FixMyStreet	Japan）

■試行期間
11 月 15日（金）～令和 2年 1月 15日（水）
※試行事業は 2か月間の限定です。試行期間終了
後の投稿は受付できませんのでご注意ください。

■通報対象項目
　市道の道路陥没・公園遊具の破損・不法投棄（公
共用地）の 3分野に限定。

■試行事業への参加
　スマホなどで、下記URLかQRコードからフィッ
クスマイストリートのウェブページにアクセスし、
アプリケーションをダウンロードして、無料ユーザ
登録してください。
※ユーザ登録および投稿方法などは、
フィックスマイストリートのウェブ
ページ掲載資料をご覧ください。

【フィックスマイストリートウェブページ】
	https://www.fixmystreet.jp/

※試行事業への参加および投稿のルールなどについて
は、本市公式ホームページ上に実施要項を掲載して
いますので、運用ルールに従ってご参加くださいま
すようお願いします。

家庭ごみ（可燃・プラスチック）上半期（４月から９月）排出量
問	本庁舎廃棄物対策課		 	0857-30-8091	 	0857-20-3918

家庭ごみ（可燃・プラスチック）上半期（４月から９月）排出量
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プラスチックごみ排出量実績（家庭系）

重
量
　ト
ン

：

  上半期合計

 平成29年 13695.06㌧

 平成30年 13043.81㌧

 令和元年 13412.28㌧

  上半期合計

 平成29年 1234.35㌧

 平成30年 1234.18㌧

 令和元年 1258.02㌧

　本市の平成 31年 4月から令和元年９月までに家庭から出された可燃ごみは、前年度から約 368㌧の増量、プ
ラスチックごみは約 24㌧の増量となっています。引き続き、本市のさらなるごみの減量化にご協力ください。
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団地（青谷町）

問	鳥取県住宅供給公社事務局
	0857-27-7333	 	http://www.jkk-tottori.or.jp

販売単価	 3.3平方㍍（1坪）当たり4.4万円～5.0万円
	 1平方㍍当たり13,200円～15,100円
販売価格	 400万円台（15区画）～500万円台（1区画）
面　　積	 298.85平方㍍（90.4 坪）

～ 357.78平方㍍（108.2 坪）
月額賃料　4,300 円～ 5,500 円
●所在地／鳥取市青谷町養郷
●学　校／市立青谷小学校・市立青谷中学校
●道　路／区画道路幅員 6㍍
※団地内は概ね「土砂災害警戒区域」に指定されています。

【円護寺団地】
　市内中心部にも近く、山辺の景観と都市機能が調和
する街づくりをめざしています。
販売区画数	 21 区画
販売単価	 3.3平方㍍（1坪）当たり12.6万円～18.7万円
	 1 平方㍍当たり 38,100 円～ 56,300 円
販売価格	 900万円台（1区画）～1,700万円台（1区画）
	 最多価格帯　1,500 万円台	−	7 区画
	 　　　　　		（1,000 万円台	−	3 区画）
面　　積	 219.42 平方㍍（66.3 坪）

～ 312.87 平方㍍（94.6 坪）
●所在地／鳥取市円護寺
●学　校／市立中ノ郷小学校・市立中ノ郷中学校
●道　路／幹線道路：幅員 17㍍・12.5㍍
	 区画道路幅員 6㍍
※団地内は概ね「土砂災害警戒区域」に指定されています。

【望町団地（青谷町）】
　山陰自動車道青谷 ICにも近く、「因州和紙の里」に
広がる快適なバリアフリーの街づくりをめざしていま
す。鳥取西道路開通でより便利で快適に! !
※定期借地権付土地制度を活用し、より少ない資金で

マイホームが取得できます。
販売区画数	 16 区画

湯
 ゆ  か わ

川団地（鹿野町）

問	鳥取市土地開発公社事務局		 	0857-22-4742
問	本庁舎建築住宅課
	0857-30-8371	 	0857-20-3919

しあわせマイホーム支援制度があります。
　「のんびり・ゆったり」鹿野町で“温泉生活”はい
かがですか？定期借地権付土地制度も利用できます。
販売区画数	 25 区画
販売単価	 3.3平方㍍（1坪）当たり10.5万円
	 1平方㍍当たり31,760円
販売価格	 7,556,800円～10,354,000円
面　　積	 237.94平方㍍（72.1 坪）

～ 326.00平方㍍（98.8 坪）
月額賃料　9,900 円～ 13,600 円（最多 11,000 円台）
●所在地／鳥取市鹿野町今市
●学　校／市立鹿野学園（小中一貫校）
●道　路／区画道路幅員 6㍍

宅地分譲

市民政策コメントを募集します
鳥取市の学校給食の基本構想（案）

問	本庁舎学校保健給食課（〒 680-8571	幸町 71）
	0857-30-8417	 	0857-20-3952
	kyo-hokyu@city.tottori.lg.jp

　本市では、学校給食を通じた食育の推進や、安全・
安心で栄養バランスに優れた学校給食を安定的かつ
効率的に実施するため、平成 20 年 3 月に「鳥取市
の学校給食の基本構想」を策定しています。
　この度、法律の改正、社会全体情勢などを踏まえ、
「鳥取市の学校給食の基本構想」を改訂することとし
ましたので、みなさんのご意見を募集します。
資料公開	 本庁舎総合案内、各総合支所、本市公式

ホームページ
公開期間	 12 月 18 日（水）～令和２年 1月 6日（月）
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、本市公式ホームページ（電子申請）、持
参のいずれかで問い合わせ先まで

提出期限	 令和 2 年 1月 6日（月）まで

鳥取市安全で安心なまちづくり表彰
問	本庁舎協働推進課
	0857-30-8177	 	0857-20-3919

　11 月 7日（木）、「令和元年度鳥取市安全で安心な
まちづくり表彰」の表彰式を市役所本庁舎で行い、防
犯活動の推進に顕著な功績があった個人 2人が受賞
されました。

【個人表彰】　濵
はまさきみちひろ

﨑道弘さん　小
こばやし

林	保
たもつ

さん
※詳しい内容は本市公式ホームページ（安全安心だよ
り）をご覧ください。

ヘルプマークを持っている人へ
配慮をお願いします

問	本庁舎障がい福祉課
	0857-30-8217	 	0857-20-3907

■列車・バスの中で、席をお譲り
ください。

　外見では健康に見えても、疲れやす
かったり、つり革につかまり続けるな
どの同じ姿勢を保つことが困難な人が
います。援助や配慮を必要とすることが外見からは分
からないため、優先席に座っていると不審な目で見ら
れ、ストレスを受けることがあります。
■駅や商業施設などで、声をかけるなどの配慮
をお願いします。

　交通機関の事故など、突発的な出来事に対して臨機
応変に対応することが困難な人や、立ち上がる、歩く、
階段の昇降などの動作が困難な人がいます。
■災害時は、安全に避難するための支援をお願い
します。

　障がいなどにより、状況把握が難しい人、自力での
迅速な避難が困難な人がいます。
※ご相談は障がい福祉課または総合支所市民福祉課まで


