
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、イベントや講座などは中止・延期・内容が 変更になる場合があります。最新の情報は、本市公式ホームページか、各問合せ先でご確認ください。

令和 2 年度 市政提案「市長への手紙」実施状況
問 本庁舎市民総合相談課   0857-30-8181   0857-20-3919

　令和 2 年度に、市民のみなさんから寄せられた「市長への手紙」は 163 件でした。たくさんの貴重なご
意見・ご提案をありがとうございました。

■主な意見内容
順位 分　　類 件数

1 新型コロナウイルス感染症関連  
（感染予防・経済、生活支援など） 23 件

2 交通政策 9 件
3 防災 8 件
4 道路整備・維持管理 7 件

5
旧本庁舎跡地活用 5 件
公民館 5 件

7 公園 4 件

■市政に対するご提案をお待ちしています。
　具体的で建設的な提案をお寄せください。
・切手不要の専用封筒と用紙を、市役所各庁舎、

各総合支所、各地区公民館、郵便局など市内
221 カ所に設置しています。
・本市公式ホームページから、とっとり電子申請

サービス（鳥取市）でも申し込むことができま
すのでご利用ください。なお、提案される際は、
必ず住所、名前、電話番号などの連絡先をご記
入ください。
・国・県・民間の団体などに関するご意見は、各

機関の相談窓口に直接お伝えください。

要望
68.1%

提案
24.5%
提案

24.5%

質問 3.1%
苦情 3.7% 感謝 0.6%他の所管 2.5%

実施済
39.2%

その他  3.7%

実施予定 13.5%実施予定 13.5%

参考意見
25.8%

参考意見
25.8%

検討 8.6%

実施困難 6.7%

▶検討結果 ▶内容の分類

ふるさと鳥取市で暮らそう！
鳥取市Ｕターン支援登録制度

問 鳥取市移住・交流情報ガーデン
 0857-30-6631   0857-30-6662
 info@tottori-iju-garden.jp
 https://www.tottori-iju-garden.jp/

　一度県外に出てしまうと、鳥取市にＵターンす
ることに不安を感じている人も少なくありません。
　「Ｕターン支援登録制度」は、登録された人に「仕
事」「住まい」「暮らし」など、必要な情報を継続
して提供し、移住の実現に向けてサポートしてい
く制度です。
対　象　県外在住でＵターンを希望される人、ま
たはそのご家族（市内在住可）など。
※登録された人に、「仕事」「住まい」「暮らし」など、

鳥取市の最新情報を１年間継続して提供します
（更新可）。登録することで、移住定住相談員に
よるサポートや、就職活動の際の交通費補助な
どを受けることができます。

登録方法
　「Ｕターン支援登録制度登録票」に必要事項を
記載のうえ、郵送・ファクシミリ・電子メールで
お申し込みください。また、鳥取市移住・交流情
報ガーデンの窓口、もしくはホームページからも
申し込みができます。
※申込書の用紙など詳細については、

お問い合わせください。

第 32 回鳥取市スポーツ・レクリエーション祭
問 鳥取市体育協会事務局（生涯学習・スポーツ課内）   0857-20-3363   0857-20-3954

と　き 競　　　技 会　　　　　場

9月4日（土）

グラウンド・ゴルフ※ 白兎グラウンド・ゴルフ場
羽根っこゲーム

国府町体育館
ラダーゲッター
ボッチャ
ニュースポーツ体験会
ダンス【新競技】

5日（日）

ウォーキング 鳥取駅〜湯所周辺
バウンスボール※ 湖南体育館
ソフトバレーボール※ 鹿野町農業者トレーニングセンター
バウンドテニス 青谷町農林漁業者トレーニングセンター

12日（日）
ドッジボール※ 国府町体育館
ボウリング 鳥取スターボウル

18日（土） ペタンク 美保多目的広場
19日（日） ゲートボール※ 吉方南公園ゲートボール場

10月3日（日） ラージボール卓球 青谷町農林漁業者トレーニングセンター

総合開会式は中止します。
※今年は「ダンス」が新

競技として追加されま
した。

※チーム申込み・年齢制
限など参加資格がある
競技があります。

※個人の申込みも受付け
ますが、※印の競技は、
チーム申込みのみ受付
を行います。
申し込み期限
8 月 13 日（金）必着
　大会概要など、詳しく
は本市公式ホームペー
ジをご覧ください。

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金

（ひとり親世帯以外）
問 本庁舎こども家庭課

 0857-30-8239   0857-20-3907

対　象
次の①・②いずれにも当てはまる人
①令和 3 年 4 月分の児童手当または特別児童

扶養手当受給者の人
②令和 3 年度住民税が非課税の人
※令和 3 年 3 月 31 日時点で 18 歳未満の児童
（障がいのある場合 20 歳未満まで）

金　額　児童 1 人当たり一律 5 万円
支給予定日　７月 30 日（金）
手続き

給付金に対する申請は不要（児童手当、特別
児童扶養手当を受給していない場合は、令和 3
年 9 月以降に別途申請が必要）。
※児童手当または特別児童扶養手当の支給口座

に振り込み
※口座を解約した場合など、児童手当、特別児

童扶養手当の受給口座に給付金の振込みがで
きないと思われる場合は、本市公式ホーム
ページから届出書をダウンロードし、必要事
項を記入のうえ、通帳またはキャッシュカー
ドのコピーとともにこども家庭課に提出して
ください。

８月から介護保険高額介護
サービス費が一部変わります

問 本庁舎長寿社会課
 0857-30-8212   0857-20-3906

　8 月からは、負担能力に応じた負担を図る観点
から、市民税課税世帯の区分について、負担上限
額の見直しを行います。
【変更分】

区　　分 負担上限額
（月額）

課 税 所 得 690 万 円（ 年 収 約
1,160 万円）以上 140,100 円

課税所得 380 万円（年収約 770
万円）〜 課税所得 690 万円（年
収約 1,160 万円）未満

93,000 円

市民税課税の人で、課税所得
380万円（年収約770万円）未満 44,400 円

梨のご注文は「とっとり市
い ち

」へ
今ならネットで30％OFFクーポンが使える!
問 とっとり市カスタマーセンター

 0857-54-1952   https://tottori-ichi.jp/

　今年も 8 月下旬頃より、鳥取の梨の出荷が始
まります。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、産地直送で採れたての美味
しい梨を全国へお届けします。今なら、ネットで
のご注文で使える、全品 30％ OFF クーポンキャ
ンペーンを実施中（予算上限に達し次第終了）。
この機会に、インターネットショップ「とっとり
市」でお買い物をお楽しみください。

とっとり市

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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