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生活環境課からのお知らせ
問 本庁舎生活環境課   0857-20-3217   0857-20-3045

平成26年度鳥取市のごみ量についてお知らせします
　平成 26 年度の本市のごみ総排出量は、
61,181㌧となり、前年度の 62074㌧か
ら 893㌧の減量となりました。（前年度
比 1.44㌫減）
　その結果、1 人 1 日あたりの総排出量
は、874㌘となり、前年度の 882㌘から
8㌘の減量となりました。
　引き続き、ごみの減量にご協力ください。
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8月のごみ収集（鳥取地域）
8 月の収集日は、お盆の時期を含め、平常どおりとなっています。

月 　日 可燃ごみ 古紙類 ペットボトル プラスチック 食品トレイ・資源ごみ
小型破砕ごみ

8月11日（火）

収集曜日に平常どおり収集します8月12日（水）

8月13日（木）以降

レジ袋の削減にご協力を
お買い物は「マイバッグ」で！

　品質をより安定させるため、本市家庭ごみ有料指定
袋の全種類の形状の変更を行います。指定袋の価格、
容量は形状変更前と変わりません。
販売開始時期

現在の形状の指定袋の在庫がなくなり次第、販売店
に出荷を予定しています。

形状変更前の袋について
形状変更前の指定袋も引き続き、ご利用できます。

※ごみは必ず朝８時までに出してください。
※新市域については総合支所だよりをご覧になるか、

各総合支所市民福祉課（  12 ページ）までお問い
合わせください。

乾電池・蛍光管の収集
　他のごみと区別し、そ
れぞれ別の透明または半
透明な袋などに入れ、8月
3日（ 月 ）〜 7日（ 金 ）の小
型破砕ごみの収集日（鳥取
地域）にごみステーション
に出してください。蛍光
管は購入時のケースに入
れるなど、壊れないよう
にしてください。

8月

本市の全種類の家庭ごみ有料指定袋の形状変更をします

例：可燃ごみ指定袋（中）

◀（現行）
マチなし

（変更後）▶マチあり

本市の清掃工場の排ガスは安全です
　本市の可燃物を焼却処理している各清掃工場の排ガ
ス中に含まれるダイオキシン類などの有害物質の濃度
を調査しました。その結果、法律に定められた排出基
準を大幅に下回り、安全が確認されました。
※焼却炉の規模によって排出基準が異なります。

《単位の意味》
ng（ナノグラム）：10 億分の 1 グラム
PPM（ピーピーエム）：100 万分の１の濃度
mg（ミリグラム）：千分の 1 グラム
TEQ（ティーイーキュー）：毒性等量。ダイオキシン類にはさまざま
な種類があるため、それぞれの毒性の強さを換算した係数による毒性
を足し合わせた値
m3N（ノルマル立法メートル）：摂氏 0 度、1 気圧の状態に換算した気体の体積

清掃工場 調査項目 ダイオキシン類
（ng-TEQ/m3N）

ばいじん
（g/m3N）

窒素酸化物
（PPM）

硫黄酸化物
（m3N/h）

塩化水素
（mg/m3N）

国府町クリーンセンター
排出基準 10 以下 0.25 以下 250 以下 38.5 以下 700 以下
測定値 0.31 0.011 85.5 0.011 32.3

レインボーふくべ
排出基準 10 以下 0.25 以下 250 以下 14.8 以下 700 以下
測定値 0.17 0.0075 164.5 0.191 16.5

ながおクリーンステーション
排出基準 10 以下 0.15 以下 250 以下 40.8 以下 700 以下
測定値 0.064 0.015 102.5 0.06 208.7

平成27年度 職員採用試験

鳥取県東部広域行政管理組合職員

問 鳥取県東部広域行政管理組合事務局総務課
 0857-20-0119  0857-29-2759
 http://www.east.tottori.tottori.jp

【技術職（電気）】

採用予定人数 受験資格

1 人 昭和 55 年 4 月 2 日から平成 8 年 4 月 1 日
までに生まれた人 ※その他要件あり

【消防職】

試験区分 採用予定人数 受験資格

区分⑴
【一般枠】

11 人程度
平成元年 4 月 2 日から平成 10 年 4
月 1 日までに生まれた人 ※その他
要件あり

区分⑵
【高校新卒枠】

3 人程度 平成 28 年 3 月に高等学校を卒業
見込みの人 ※その他要件あり

※区分⑴、⑵とも同一の試験を実施します。平成 28 年
3 月に高等学校を卒業見込みの人は、区分⑴、⑵のい
ずれかを選択して受験してください。

■受験案内・受験申込書配布場所
鳥取県東部広域行政管理組合事務局総務課、消防局消
防総務課及び鳥取県東部各市町役場または本組合ホー
ムページ「麒麟の王国」

■受付期間
7 月 30 日（木）〜 8 月 20 日（木）17:15 必着

■第１次試験概要
実施期日：9 月 20 日（日）
実施場所：鳥取大学（鳥取市湖山町南 4 丁目 101）
試験内容：技術職　教養試験（大学・高専卒業程度）、

専門試験（大学・高専卒業程度）、
適性検査

消防職　教養試験（高校卒業程度）、体力
試験、適性検査

※詳しくは受験案内または本組合ホームページ「麒麟の
王国」をご覧ください。

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

試験区分 採用予定人数 受験資格

薬剤師 1 人
昭和 50 年 4 月 2 日以降に生まれた人
※薬剤師免許取得者（平成 28 年 3 月末
までの取得見込者含む）

受付期間　7 月 14 日（火）〜 8 月 25 日（火）
試 験 日　9 月 4 日（金）
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。

市民活動表彰対象者の推薦
問 本庁舎協働推進課（〒 680-8571 尚徳町 116）

 0857-20-3182  0857-21-1594
 kyodosuishin@city.tottori.lg.jp

　市民活動やボランティア活動の社会的意義や重要性に
対する理解を深め、より多くの人に参加していただくこ
とを目的に、活動の推進に顕著な功績のあった団体など
を表彰します。
対 象　市内を中心に、多くの市民の賛同が得られる

市民活動やボランティア活動などを行ってお
り、今後も継続的な活動が期待できる市民、
市民活動団体、事業所

推薦方法　推薦書に必要事項を記入のうえ、持参・郵送・
メールのいずれかで問い合わせ先まで（活動
者本人又は所属する団体のメンバー自らを推
薦することはできません）。

※推薦書は、本庁舎 1 階総合案内及び 3 階協働推進課、
駅南庁舎１階総合案内、各総合支所地域振興課に設置
しています（本市ホームページからもダウンロード
可）。

推薦期間　9 月 1 日（火）まで
選　　考　推薦者に取組内容の詳細を伺い、ヒアリング

結果を市民自治推進委員会が審査。その結果
をもとに表彰される団体などを市長が決定

表　　彰　本庁舎にて市長表彰を行い、後日市報に掲載

「年金情報流出」を口実にした
犯罪にご注意ください！

問 鳥取年金事務所  0857-27-8311
　 日本年金機構専用電話窓口  0120-818211
　日本年金機構への不正ア
クセスによる「年金情報流
出」を口実に、日本年金機
構を名乗って口座番号を聞
き出そうとするものや、「流
出した個人情報を削除して
あげる」と持ちかけてくる
不審電話が発生しています。
　この年金情報流出事案に関して、次のようなことはあ
りませんのでご注意ください。
◎日本年金機構や年金事務所からこの件で、お客さまに

電話やメールで連絡することは、一切ありません。
◎日本年金機構がこの件で、お客さまにお金やキャッ

シュカードを要求することは、一切ありません。
◎日本年金機構がお客さまに ATM の操作をお願いする

ことは、一切ありません。
◎お客さまの個人情報（家族構成）を確認することはあ

りません。

　ご自宅や職場などに日本年金機構や機構の職員などを
名乗る電話がかかってきたら、迷わずお電話ください。

専用電話窓口（コールセンタ－）
0120-818211　受付時間  8:30 〜 21:00

警察相談専用電話　 ♯9110　または最寄りの警察署


