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鳥取市新本庁舎建設に係る
地盤改良工事を開始します

問 本庁舎庁舎整備局
 0857-20-3012  0857-20-3029

　平成 31 年の完成に向けて取り組んでいる新本庁舎の
建設について、地盤改良工事の契約が平成 29 年 6 月市
議会で可決され、施工業者が決定しました。6 月より行
っている旧市営幸町駐車場の舗装などの撤去工事が終わ
りましたので、地盤改良の工事を開始します。
【施工業者】

藤原・千代田特定建設工事共同企業体
（代表者：株式会社藤原組　取締役社長  藤原 正）
【新本庁舎建設スケジュール】
　7 月中旬 地盤改良工事施工開始
　8 月 庁舎棟建築工事などの入札
　9 月〜 10 月 庁舎棟建築工事などの工事着手
平成 31 年
　8 月ごろ 工事終了
　秋ごろ 新庁舎開庁

人権擁護委員が委嘱されました
問 本庁舎人権推進課

 0857-20-3143  0857-20-3052
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子さん（平成 29 年７月１日発令  再任）鳥取市
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夫さん（平成 29 年７月１日発令  再任）鳥取市
　人権擁護委員は、法務大臣が委嘱した民間のみなさん
です。この制度は、様々な分野の人たちが、地域の中で
人権思想を広め、住民の人権が侵害されないように配慮し、
人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられ
たものであり、諸外国にも例を見ないものです。

第２回鳥取すごい！ライド
問  本庁舎地域振興課

 0857-20-3184  0857-21-1594

鳥取県東部広域行政管理組合
職員採用試験（消防職）

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

【消防職（高校卒業程度）】
区分 採用予定人数 受験資格

区分⑴
【一般枠】 6 人程度 平成 3 年 4 月 2 日から平成 12 年 4

月 1 日までに生まれた人

区分⑵
【高校新卒枠】 2 人程度 平成 30 年 3 月に高等学校を卒業

見込みの人

※区分⑴、区分⑵とも同一の試験を行います。なお、平
成 30年 3月に高等学校を卒業見込みの人は、申込
み時に区分⑴、区分⑵のどちらかを選択してください。

■採用予定時期
平成 30 年 4 月 1 日

■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
防総務課および鳥取県東部各市町役場または本組合
ホームページ　※本組合ホームページから受験申込す
ることもできます。

■受付期間
7 月 24 日（月）〜 8 月 17 日（木）17:15 必着

■第１次試験概要
実施期日： 9 月 17 日（日）
実施場所： 鳥取大学（湖山町南四丁目）
試験内容： 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をご覧く
ださい。

　ジェネリック医薬品についてご存知ですか？
ジェネリック医薬品は、これまで使われてきたお薬
の特許期間が切れた後に、そのお薬の特許情報や技
術をもとに他の医薬品メーカーが製造しているお
薬です。開発期間が短く低コストなので、価格が安
く、国によって承認された安心、安全なお薬です。
　現在鳥取市ではジェネリック医薬品の使用割合
が約７割とすすんでおり、鳥取県内の平均使用割合
よりも高い値で推移しています。ジェネリック医薬
品に切り替えることで「①患者様のお薬代が安くな
る」「②同時に保険者負担分も軽減される」「③その
分医療費が節約されて保険料の引き下げにつなが
る」といった効果が期待されます。

★あなたの知らないお薬の世界セミナー
　お薬について全国健康保険協会（協会けんぽ）が主催
するセミナーがあります。ジェネリック医薬品について
の説明もありますので、ぜひご参加ください。
と　き　9 月 2 日（土）13:30 〜15:30（受付 13:00）
ところ　新日本海新聞社 5 階ホール（富安二丁目）
内　容

■講演 1： 「みんなで○○すれば皆保険制度は守られる」
 講師：協会けんぽ鳥取支部
■講演 2： 「現場の薬剤師がお伝えしたい上手に薬局

を活用する方法」
 講師：上田隆さん（津ノ井薬局薬剤師）
■講演 3： 「医薬品が生まれてあなたの手元に届くまで」
 講師：酒井佑介さん（共和薬品工業（株）

日本ジェネリック製薬協会会員）
■無料測定コーナー（HbA1c・肌年齢）※要予約

定　員　100 人　※要申込み
問い合わせ・申込み
　全国健康保険協会鳥取支部   0857-25-0051

ジェネリック医薬品の普及
がすすんでいます第5回

問 医療費適正化推進室
 0857-20-3441  0857-20-3407
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※後発品のない医薬品を除いた数量ベースによるもの

出典：厚生労働省 調剤医療費（電算処理分）の動向 詳細資料

あなたの飼い犬・飼い猫は、ご近所に迷惑をかけていませんか？
問  本庁舎生活環境課   0857-20-3218  0857-20-3045、各総合支所市民福祉課（  12 ページ）

　飼い犬や飼い猫のルールやマナーについての相談や苦情が多く寄せられています。飼い方について思い当たるこ
とはありませんか？

野良猫の世話をしない
　不妊・去勢がされていなければ、どんどん増えて、
フン・尿や鳴き声などによる周辺への被害や迷惑も大
きくなります。無責任にエサだけを与えるのではな
く、飼い主になって責任と愛情をもって飼育してくだ
さい。

最後まで面倒をみる
　飼育環境を整え、健康状態に気を配りましょう。家
族の一員として、最後まで責任と愛情を持って飼育し
てください。どうしても飼えなくなった場合、責任を
持って飼ってくれる人を探してください。
　また、生まれた子犬や子猫を飼えない、新たな飼い
主を見つけることが出来ないのであれば、飼い主の責
任で不妊去勢手術を行いましょう。

迷子にしない
　飼い主の連絡先がわかるよう首輪に必ず鑑札を装着
し、万が一迷子になっても飼い主のところへ戻れるよ
うにしましょう。名札やマイクロチップの装着も推奨
します。

犬はつないで飼う・無駄吠えをさせない
　放し飼いはもちろん、散歩中も必ずリードをつけて
放さないようにしてください。無駄吠えが続くと近所
の人も犬が嫌いになります。無駄吠えの原因を解消す
るなど、しつけをしましょう。

猫は屋内で飼う
　交通事故や病気、猫同士のケンカによるケガ、望ま
れない命を授かったりする可能性も少なくなります。
また、フン・尿・毛・臭いに関する苦情の発生する恐
れがなくなりますので、屋内で飼いましょう。

ふん・尿を始末する
　飼い犬 ･ 飼い猫が家族の一員であることを周囲の人
に理解していただくためにも、フンは持ち帰り、尿は
水で流すなど、始末を行いましょう。
　平成 20 年より、「鳥取市快適な生活環境の確保に関
する条例」により「飼い犬のフンの放置」は禁止され
ています。違反した場合、2 万円以下の過料が科され
る場合もあります。

耳のしるしについてご存知ですか?
問  本庁舎生活環境課

 0857-20-3218  0857-20-3045
 http://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/

 1468366922246/index.html
　不妊 ･ 去勢手術済みのしるしとして、猫
の耳先の一部をカットしています。
なぜ、しるしをつけるのか
　飼い主がいない猫の耳のしるしは、
同じ猫が手術の為に再度保護されることを防ぐ目印で
す。同じ猫が繰り返し保護されると、ストレスや体へ
の負担が大きい全身麻酔の危険にさらされます。
不妊･去勢手術の利点
　飼い主のいない猫の繁殖を抑制することで、望まれ
ない交尾 ･ 妊娠がなくなります。また、性ホルモンに
関係する病気のリスクが低減すると共に、発情期特有
の大きな鳴き声やマーキングがなくなります。
野良猫の不妊･去勢手術費補助事業について
　鳥取市では、飼い主のいない猫への不妊 ･ 去勢手術
に係る費用への補助を行っています。詳細については、
本市公式ホームページを参照または問い合わせ先まで。

　湖山池をスタートし、岩美町を通って、鹿野・気高な
どを通る、海あり山あり食ありのコースを、本市のシ
ティーセールススペシャルサポーターの山

や ま も と

本隆
た か ひ ろ

弘さんと
いっしょにチャレンジしましょう。県外から多くのライ
ダーが来られますので、沿道での声援をお願いします！
と　き　８月 20 日（日）7:00 〜 （受付 6:00 〜）
ところ　受付・スタート・ゴール：湖山池オアシスパーク
コース　スタート ⇒ らっきょう畑 ⇒ 田後港 ⇒ 岩井温

泉 ⇒ 因幡万葉歴史館 ⇒（ミドルコース（約
100㌖）ゴール）⇒ 吉岡温泉 ⇒ 鹿野 ⇒ 気高
ヤサホーパーク ⇒（ロングコース（約 140㌖）
ゴール）※ショートコース 50㌖もあります。

料　金　9,850 円（高校生以下 3,850 円）
申込み　8 月 6 日（日）までにスポーツエントリーホー

ムページ（  https://www.sportsentry.ne.jp）
より申込み。※ 8 月 7 日（月）〜 13 日（日）
電話受付可（大会事務局  0467-38-4420）

※ボランティアも募集。詳しくは問い合わせ先まで。


