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鳥取市立病院職員採用試験
問市立病院総務課  0857-37-1522 0857-32-1553

試験区分 採用予定人数 受験資格 試験会場 申込受付期間 試験日

看護師
助産師

25 人

昭和 31年 4月 2日以降
に生まれた人
※看護師・助産師免許取
得者（平成28年 3月末
までの取得見込者含む）

鳥取市立病院 5月26日（火）～6月19日（金） 6月27日（土）

サンピーチOKAYAMA
岡山市北区駅前町2丁目
3番 31号

5月26日（火）～6月26日（金） 7月12日（日）

鳥取県関西本部
大阪市北区梅田 1-1-3-
2200 大阪駅前第３ビル

5月26日（火）～7月10日（金） 7月25日（土）

受験案内　市立病院 1階総合案内、市役所本庁舎 1階総合案内所、駅南庁舎 1階総合窓口、各総合支所、鳥取市関
西事務所（鳥取県関西本部内）で配付

※詳しくは受験案内または市立病院ホームページをご覧ください。

飼い犬の登録と狂犬病予防注射
のお知らせ

問本庁舎生活環境課   0857-20-3216  0857-20-3045
　6月の集合注射の会場および日程は、下記のとおりで
す。料金など詳しくは、本市公式ホームページまたは市
報4月号をご覧ください。
と　き 時　　間 会　　　場

6月24日（水）

 9:30 ～ 9:40 美萩野１丁目集会所

 9:55 ～ 10:05 湖山西地区公民館（国際交流プラザ）
 10:25 ～ 10:35 浜坂地区公民館
 10:50 ～ 11:00 城北地区公民館

25日（木）

 9:30 ～ 9:40 JA鳥取いなば鳥取支店
 10:00 ～ 10:10 津ノ井地区公民館
 10:30 ～ 10:40 稲葉山地区公民館

28日（日） 9:30 ～ 10:30 鳥取市役所

戦没者等のご遺族の皆様へ
第10回特別弔慰金が支給されます
問駅南庁舎生活福祉課
 0857-20-3472  0857-20-3406

■支給対象者
　戦没者等のご遺族で、平成 27年 4月 1日において、
恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法
による遺族年金等を受ける方（戦没者等の妻など）がい
ない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人（※1）
に対して支給されます。
　なお、支給対象遺族は、戦没者等の死亡当時生まれて
いたことが要件です（子については、戦没者等の死亡時
の胎児も含む）。
1．平成27年 4月 1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護
法による弔慰金（※2）の受給権を取得した者

2．戦没者等の子
3．戦没者等と生計関係を有しており、なおかつ戦没者
と氏が同じである①父母  ②孫  ③祖父母  ④兄弟姉
妹

4．上記 3以外の①父母  ②孫  ③祖父母  ④兄弟姉妹
5．戦没者等の死亡時まで引き続き 1年以上生計を有し
ていた上記 1～ 4以外の三親等内の親族

■支給内容
　額面 25万円、5年償還（年 5万円）の記名国債

■請求期限
　平成 30年 4月 2日まで

■請求に必要な書類
　駅南庁舎生活福祉課（32番窓口）及び各総合支所市
民福祉課に備え付けてあります。
　また、「平成 27年 4月 1日現在の請求者の戸籍抄本」
等を取得していただく必要がありますが、請求者の過去
の受給状況により必要な書類が異なりますので、詳しく
は問い合わせ先またはお住まいの地域の各総合支所市民
福祉課（ 12 ページ）まで。
※1：優先順位が同じ人（子どうしもしくは兄弟姉妹どうしの

場合など）は、あらかじめ受給者を誰にするかご相談い
ただくなど、よく話し合ってください。

※2：『特別弔慰金』と『弔慰金』は違う種類の給付金です。

熱中症にご注意を！
問中央保健センター  0857-20-3191  0857-20-3199
～熱中症を予防しよう！～
◎服装を工夫し、外出時は日傘や帽子などで直射日光を避
けましょう。
◎こまめな休憩、水分補給をこころがけましょう。
◎たくさん汗をかいたあとは、水分だけでなく塩分の補給
も必要です。
◎高齢者や幼児には、周りの人が声かけをし、様子を観察
しましょう。
◎エアコンや扇風機を上手に利用しましょう。
～熱中症になったときには～
◎すぐに風通しのよい日陰や冷房の利いた室内などの涼し
いところへ移動しましょう。
◎衣服をゆるめ、体を冷やし、水分や塩分を補給しながら
安静にして休みましょう。
◎自力で水分補給ができないような場合や、意識障害が見
られる場合は、急いで救急車を要請しましょう。
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平成27年度鳥取市職員採用試験
問本庁舎職員課   0857-20-3107 0857-32-3040

職種など 年齢要件 受付期間
1次試験 2次試験

試 験 日 合格発表 試 験 日 合格発表

事務 昭和 61年 4月 2日～
平成 10年 4月 1日に生まれた人

7月10日（金）
〜

8月10日（月）

9月20日
（日）

10月9日
（金）予定

10月下旬
〜

11月中旬
11月下旬

事務（障がい者対象）・調理員 昭和 55年 4月 2日～
平成 10年 4月 1日に生まれた人

土木・化学・保健師・保育士 昭和 55年 4月 2日以降に
生まれた人

任
期
付
短
時
間

勤
務
　 

※
注
１

事務 平成 10年 4月 1日までに
生まれた人

保育士・
生活保護ケースワーカー 年齢制限なし

※試験についての詳しい内容は、受付開始日より市役所本庁舎1階総合案内・2階職員課、駅南庁舎1階総合案内、
各総合支所、鳥取市関西事務所で配布する受験案内または本市公式ホームページでご確認ください。

※注1：任期付短時間勤務は、任期3年、勤務時間は週31時間です。

区分 種　目 本大会期日 競技開始 本大会会場

得
点
競
技

●総合開会式
6 月 14日（日）

9:00
鳥取市民体育館

卓　球 10:00
ゲートボール 6 月 14日（日）／予備日6月21日（日） 　9:00 美保多目的広場
軟式野球（Ａグループ） 6 月 14日（日）／予備日7月19日（日） 　8:00 倉田スポーツ広場野球場
グラウンド ･ゴルフ 6 月 21日（日）／予備日7月5日（日） 　9:00 白兎グラウンド ･ゴルフ場

バスケットボール 6 月 21日（日） 　9:00 河原町総合体育館
河原町勤労者体育館

ソフトテニス（Ａグループ） 6 月 28日（日）／予備日7月5日（日） 　9:00 千代テニス場
弓　道 6 月 28日（日） 10:00 鳥取市弓道場
ソフトボール（Ｂ・Ｃグループ） 7 月　5日（日）／予備日7月12日（日） 　8:00 倉田スポーツ広場ソフト場
バドミントン 7 月　5日（日） 　9:00 鳥取市民体育館

男子バレーボール 7 月　5日（日） 10:00 河原町総合体育館
河原町勤労者体育館

女子バレーボール 7 月　5日（日） 10:00 青谷町農林漁業者トレーニングセンター
青谷町体育館

テニス（Ｂ・Ｃグループ）7 月 12日（日）／予備日7月19日（日） 　9:00 千代テニス場
水　泳 7 月 12日（日）／予備日7月26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 19日（日）／予備日7月26日（日） 　8:30 美保多目的広場
陸　上

10 月 12日 （月 ･祝）
開始式 8:30 コカ・コーラウエストスポーツパーク

(鳥取県立布勢総合運動公園）●総合閉会式 15:00
オ
ー
プ
ン
競
技

相　撲 6 月 14日（日） 10:00 富桑体育館相撲場
剣　道 6 月 21日（日） 10:00 鳥取市武道館
柔　道 6 月 21日（日） 10:00 鳥取市武道館
ボート 8 月 30日（日） 8:00 湖山池ボートコース

※ 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）

　市内の 44 の小学校区を人口規模によりＡ～Ｃ 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。（但しオープン競技種目はグ
ループに関係なく自由参加となります。）
　学生を除くアマチュア競技者であれば参加できます。

　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 14日（日）9:00
　　　　　　　ところ　鳥取市民体育館
▶総合閉会式　と　き　10月12日（月・祝）陸上競技終了後
　　　　　　　ところ　コカ・コ－ラ ウエスト スポーツパ－ク

第58回鳥取市民体育祭　19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

1. 事務の「行政コース」「環境コース」を廃止します。
2. 土木は「土木技術検定試験（土木学会認定）の合格者」も受験可能とします。

昨年からの
主な変更点


