
令和3・4年度入札参加資格申請の受付
問	本庁舎検査契約課
	0857-30-8122		 	0857-20-3948

　令和 3・4年度に市と水道局が発注する建設工事と
測量などの建設コンサルタント業務の競争入札参加資
格審査の申請を受付けます。
※新型コロナウイルス感染症予防・拡大防止のため、
可能な限り郵送でご提出ください。

■定期申請受付期間
　11月 9日（月）〜 12月 10日（木）
■申請書持参の場合　本庁舎 6階会議室 6-3
■申請書郵送の場合
　〒 680-8571　幸町 71
　鳥取市総務部検査契約課契約制度係	宛
　資格有効期間は令和5年3月31日までの2年間です。
　申請書は本市独自の様式で、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できます。

【注　意】
　受付期間終了後の随時申請は、令和 3年 4月 1日以
降に受付けます。格付工種（6工種）を希望される場合、
随時申請は新規扱いで最下位級の格付となりますので
ご注意ください。なお、令和 3年 6月 10 日までの随
時申請は継続扱いとし、本来されるべき格付の 1等級
下位の格付となります。
▷本市公式ホームページ（	 	2ページ）
▷水道局ホームページ
　 	https://www.water.tottori.tottori.jp/

サウンディング型市場調査
問	本庁舎資産活用推進課
	0857-30-8135		 	0857-20-3948

　旧国府町総合支所の敷地活用について、民間事業者
のみなさんと直接対話を行い、ご意見を募集します。
参加受付期間
　　　　11月 16日（月）まで　8:30 〜 17:15
と　き　11月下旬
ところ　本庁舎 6階会議室 6-1
※詳細は、本市公式ホームページをご覧ください。

市民政策コメントを募集します
問	本庁舎生活環境課		 	0857-30-8082		 	0857-20-3918		 	kankyo@city.tottori.lg.jp

鳥取市電気事業経営戦略（案）

　本市では、エネルギー自給率の向上、地球温暖化防
止対策を目的として、太陽光発電の普及に積極的に取
り組んでおり、その一環として現在、青谷町いかり原
牧場（市有地）で太陽光発電施設を運営しています。
　施設の健全で安定的な経営を継続するため、このた
び経営戦略案を作成しましたので、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	 11 月 5日（木）〜 30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	 11 月 30日（月）必着

第 3 期鳥取市環境基本計画（案）

　本市では、豊かな自然と快適な暮らしが調和した持
続可能なまちを目指して「第 3期鳥取市環境基本計画」
の策定を進めています。
　このたび計画策定の素案をまとめましたので、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	 11 月 5日（木）〜 30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	 11 月 30日（月）必着

鳥取市立学校の配置及び校区の設定
問	本庁舎校区審議室
	0857-30-8405		 	0857-20-3952
	kokushingi@city.tottori.lg.jp

　本市教育委員会は、鳥取市校区審議会より「鳥取市
立学校の配置及び校区の設定について」の答申を受け、
おおむね 20 年後を見据え、本市の公立学校のあり方
について検討を進めていくこととしております。
　つきましては、市民のみなさんから「答申」につい
てご意見を募集しています。
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
提出方法	 様式は問いません。差し支えなければ、小

学校区または義務教育学校区、年代、性別
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	 11 月 24日（火）必着

世界糖尿病デー・世界COPDデー
問	駅南庁舎健康・子育て推進課
	0857-30-8581		 	0857-20-3965

　11 月 14 日は世界糖尿病デー、11 月 18 日は世界
COPD（慢性閉塞性肺疾患）デーです。どちらも生活
習慣によって引き起こされる病気で、予防・早期発見・
早期治療が鍵となります。自分、家族、大切な人のた
めに生活習慣の見直しを考えてみましょう。
■予防方法
COPD・糖尿病

【禁煙】　禁煙をすることがCOPDの予防の要です。ま
た、喫煙は血行を悪くするため、糖尿病の合併症のリ
スクを上昇させます。禁煙でさまざまな病気を予防し
ましょう。
糖尿病

【食事】　野菜から食べることで血糖値の上昇を抑える
ことができます。朝食、昼食、夕食を規則正しく摂る
こと、ゆっくり食べることも血糖値の急上昇を防ぎま
す。

【運動】　運動をすることで筋肉を動かします。筋肉を
動かすエネルギーとして血液中の糖を使うため、だぶ
ついた血糖を有効活用し、血糖値を下げることが出来
ます。階段を使う、テレビを見ながらかかと上げなど、
今より 1日 10分多くからだを動かしてみましょう！

■世界糖尿病デー・世界COPDデー
　ダブルキャンペーン
と　き	 11 月 9日（月）13:30 〜 15:30
ところ	 麒麟 Square1 階情報スペース、
	 2 階多目的室 1
内　容	 無料血糖値測定、クイズ

松葉がにのご注文は
「とっとり市

いち

」で !!
問	とっとり市カスタマーセンター
	0857-54-1952		 	0857-29-1000

　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、地元の目利きが選んだ旬の「松葉がに」を全国
へ直送いたします！
　ご自宅にいながら鳥取を代表する冬の味覚「松葉が
に」をインターネットでお手軽にご注文していただけ
ます。「松葉がに」を食べたい、贈りたいという人は、
是非、インターネットショップ「とっとり市」をご利
用ください。
　また、かに以外にもお歳暮にぴったりな冬の梨や鳥
取和牛、星空舞など、特産品を幅広く取り揃えています。
是非チェックしてみてください。

 https://tottori-ichi.jp/
とっとり市

令和３年度市立幼稚園入園児募集
問	各市立幼稚園		 	下記参照

受付期間　12月 1日（火）〜 18日（金）（平日 8:30 〜 17:15）　　※定員を超える場合は、抽選で決定します。

園名 対象・募集人員 入園説明会 申込・問い合わせ

河
原
幼
稚
園

5 歳児　70人
（H27.4.2〜H28.4.1生）

11月 12日（木）18:30 〜

ところ：河原幼稚園

河原幼稚園
	0858-85-2750

河原町総合支所市民福祉課
	0858-76-3113		 	0858-85-0672

福
部
未
来
学
園

幼
稚
園

5 歳児　35人
（H27.4.2〜H28.4.1生）

11月 20日（金）18:00 〜

ところ：福部未来学園幼稚園

福部未来学園幼稚園
	0857-75-2146

福部町総合支所市民福祉課
	0857-75-2812		 	0857-74-3714

こ
じ
か
幼
稚
園

3 歳児　35人
（H29.4.2〜H30.4.1生）

4歳児　若干名
（H28.4.2〜H29.4.1生）

5歳児　若干名
（H27.4.2〜H28.4.1生）

11月 19日（木）18:00 〜

ところ：こじか幼稚園

こじか幼稚園
	0857-84-2251

鹿野町総合支所市民福祉課
	0857-84-2013		 	0857-84-2598

ピックアップインフォメーション ピックアップインフォメーション
Pick up information Pick up information
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