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第62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。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9日（日）
	 ところ	 鳥取市民体育館
▷総合閉会式	 と　き	 10月6日（日）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

男子バレーボール 5 月 12日（日） 10:00 鳥取市民体育館

●総合開会式
6 月 9日（日）

9:00
鳥取市民体育館

卓　球 10:00

ゲートボール 　9:00 美保多目的広場

ソフトテニス（Aグループ） 6 月 16日（日）/予備日7月	14日（日） 　9:00 千代テニス場

グラウンド ･ゴルフ 6 月 16日（日）/予備日6月 23日（日） 　9:00 白兎グラウンド ･ゴルフ場

テニス（B・Cグループ） 6 月 23日（日）/予備日7月			7 日（日） 　9:00 千代テニス場

バドミントン
6 月 30日（日）

　9:00 鳥取市民体育館

バスケットボール 　9:00 国府町体育館
国府中学校体育館

弓　道
7 月			7 日（日）

10:00 鳥取市弓道場

女子バレーボール 10:00 鳥取市民体育館

水　泳 7 月 14日（日）/予備日7月 28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 14日（日）/予備日7月 21日（日） 　8:30 とりぎんバードスタジアム
サブグラウンド

ソフトボール
（B・Cグループ） 7 月 21日（日）/予備日7月 28日（日） 　8:30 若葉台野球場

津ノ井スポーツ広場

軟式野球（Aグループ） 8 月 11日（日）/予備日8月 18日（日） 　8:30 美保球場

陸　上
10 月			6 日（日）

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　陸上競技場●総合閉会式 15:00

オ
ー
プ
ン
種
目

	相　撲 6 月			9 日（日） 9:00 富桑体育館相撲場

	剣　道
6 月 16日（日）

10:00
鳥取市武道館

	柔　道 10:00

	ボート 7 月			7 日（日） 8:00 湖山池ボートコース

	ソフトバレーボール 8 月			4 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）

鳥取西道路開通観光キャンペーン実施中
問	鳥取西道路開通観光キャンペーン実行委員会事務局
	 （一般社団法人	鳥取市観光コンベンション協会内）
	0857-26-0756	 	http://torinishiroad.com

　山陰道「鳥取西道路」（鳥取IC ～青谷IC）の全線開通を記念し
て「とっとり・西いなば周遊スタンプラリー」や「とっとり・西
いなば宿泊キャンペーン」を実施しています。
　キャンペーン情報の詳細は、鳥取西道路開通観光キャンペー
ンポータルサイトをご覧ください。

■とっとり・西いなば周遊スタンプラリー
　見どころ満載の西いなば地域をはじめ、市内各所を
周遊しスタンプを集めると、抽選で100人に、地元
特産品セットをプレゼント。
実施期間（春期）　6月30日（日）まで
応募条件　専用の応募はがきに「西いなばエリア」と

「その他エリア」それぞれ１つスタンプを
押して応募してください

スタンプ設置場所
鳥取市あおや和紙工房、鹿野そば道場、気高町遊漁
センター、道の駅神話の里白うさぎ、吉岡温泉一ノ

湯、鳥取砂丘ビジターセンター、仁風閣など市内
37カ所に設置

■とっとり・西いなば宿泊キャンペーン
　キャンペーン期間中に、対象施設に宿泊された応募
者の中から、抽選で毎月100人に、地元特産品セッ
トをプレゼント。
対象期間　8月31日（土）まで
対象施設　市内のホテル・旅館および鳥取温泉・鹿野

温泉・浜村温泉・吉岡温泉の旅館など計
38施設

介護保険負担限度額認定証の更新手続き
問	駅南庁舎長寿社会課		 	0857-20-3452	 	0857-20-3404

　現在お持ちの認定証の有効期限は7月31日です。
介護保険施設（特別養護老人ホーム・介護老人保健施
設・介護療養型医療病床）に入所中の人は、施設が代
行で申請手続きを行う場合がありますので、施設へご
相談ください。在宅で認定証をお持ちの人には更新の
お知らせをお送りする予定です。

受付期間　6月3日（月）～ 28日（金）
と こ ろ　駅南庁舎長寿社会課、
　　　　　各総合支所市民福祉課
必要なもの　本人および配偶者の印鑑、本人確認書類、

個人番号確認書類など

【認定区分の判定】

利用者負担段階
負担限度額（本人負担額）
居住費（滞在費） 食	費

第1段階
市民税非課税世帯（世帯を分離してい
る配偶者を含む）で老齢福祉年金を受
給されている人、生活保護を受給され
ている人

かつ、預貯金
などが単身で
1000万円（夫
婦 で2000万
円）以下

ユニット型個室 820円/日

300円/日
ユニット型個室的多床室 490円/日

従来型個室 490円/日
（320円/日）

多床室 0円/日

第2段階
市民税非課税世帯（世帯を分離してい
る配偶者を含む）の人のうち、合計所
得金額と課税年金収入額と非課税年金
収入額の合計が年間80万円以下の人

ユニット型個室 820円/日

390円/日
ユニット型個室的多床室 490円/日

従来型個室 490円/日
（420円/日）

多床室 0円/日

第3段階
市民税非課税世帯（世帯を分離してい
る配偶者を含む）の人のうち、上2項
に該当しない人

ユニット型個室 1310円/日

650円/日
ユニット型個室的多床室 1310円/日

従来型個室 1310円/日
（820円/日）

多床室 370円/日

第4段階 上3項に該当しない人（市民税課税世帯） 居住費（滞在費）・食費については、施設が定めた
金額をお支払いいただくことになります。

※従来型個室の（　）内の金額は、介護老人福祉施設に入所または、短期入所生活介護を利用した場合になります。

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10日（月）～28日（金））0857-20-3842	 	0857-20-3405
	 各総合支所市民福祉課（ 	12ページ）

　令和元年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10日（月）～ 28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　▷印鑑（認め印可）持参の場合のみ

▷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）
▷別居監護申立書（児童と別居の場合のみ）

※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）。


