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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】
区分 採用予定人数 受験資格

区分⑴
【一般枠】 9 人程度 平成4年4月2日から平成13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 31 年 3 月に高等学校を卒業

見込みの人

※その他受験資格要件有り
※区分⑴、区分⑵とも同一の試験を行います。なお、
平成 31 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 31 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　8 月 24 日（金）17:15 必着
■第１次試験概要
実施期日：	9 月 16 日（日）
実施場所：	公立鳥取環境大学（若葉台北一丁目）
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。

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

加
 か  や ま と し の り

山俊則さん（7月 1日発令		再任）鳥取市気高町
西
に し や ま

山　滿
みつる

さん（7月 1日発令		再任）鳥取市気高町

北
き た  お  や す  し  

尾泰志さん（7月 1日発令		新任）鳥取市佐治町
　人権擁護委員は、法務大臣が委嘱した民間の人たち
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。

平成 29 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		 	0857-20-3158	 	0857-20-3053

　平成 29年度に、市民のみなさまから寄せられた「市
長への手紙」は 128 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 内容の項目

1 交通政策 9件 くる梨の増便など

2
学校教育

6件
子どものスマホ使用など

文化財保護・活用 鳥取城の復元など

4 観光振興・イベント 5件 しゃんしゃん祭など

5

道路整備

4件

道路拡幅など

図書館 図書館利用のルールなど

保育園 保育園入所手続きなど

8

観光施設

3件

砂の美術館など

障がい者福祉 重度障がい者タクシー
利用券など

防災 防災行政無線など

公園 久松公園など

◆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 228 カ所
に設置しています。

▶本市公式ホームページに市政提案入力フォームを設
けてい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。

◆事務的な問い合わせ・個人的な相談について
▶市の業務に関する事務的な問い合わせ、個人的な相
談については「市民相談」として、面談・電話・電
子メールなどで受け付けています。また、本市公式
ホームページに市民相談入力フォームを設けていま
すのでご利用ください。

▶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。

◆内容の分類

◆検討結果
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第 29 回 鳥取市
スポーツ・レクリエーション祭

問	第二庁舎生涯学習・スポーツ課
	0857-20-3363	 	0857-20-3364

と　き　9 月 2日（日）
【総合開会式】9:00 〜　市民体育館
※開会式終了後、美保保育園による演技、南中学校
吹奏楽部の演奏を行います。
※	9 月			9 日（日）	 ボウリング
9月 16日（日）	 バウンスボール・ペタンク
9月 22日（土）	 ウォーキング
9月 23日（日）	 バウンドテニス・ゲートボール・
	 ドッジボール
9月 24日（月・振）　ソフトバレーボール
9月 30日（日）	 ラージボール卓球

競　　技 会　　　場
グラウンド・ゴルフ * 白兎グラウンド・ゴルフ場
ペタンク 美保多目的広場
ゲートボール * 吉方南公園ゲートボール場
ウォーキング 市民体育館〜宇部神社周辺
ドッジボール * 美保南体育館
バウンスボール * 湖南体育館
バウンドテニス 河原町総合体育館
ボウリング 鳥取スターボウル
ソフトバレーボール *

鳥取市民体育館

ラージボール卓球
羽根っこゲーム
卓球バレー
ボッチャ
ニュースポーツ体験会
※個人での申込みも受付けますが、*印の競技につい
ては、チーム申込みのみ受付を行います。

申し込み期限　8月 31日（金）必着
※グラウンド・ゴルフ、羽根っこゲーム、卓球バレー、
ボッチャは 8月 10日（金）必着

大伴家持生誕 1300 年記念
問	大伴家持生誕 1300 年記念事業実行委員会
	 （因幡万葉歴史館内）
	0857-26-1780	 	0857-26-1781

【里中満智子作品展「- 時をこえる愛の言霊 -」】
と　き　8月 4日（土）〜 11月 18日（日）
ところ　因幡万葉歴史館　　料　金　500円
内　容　現在執筆中の「言霊の人	大伴家持」をはじめ、

「天上の虹」「イラスト古典万葉集」を展示
●オープニングセレモニー：8月 4日（土）
　　　　　　　　　　　　　10:30 〜 10:50
●サイン会：11:20 〜　※先着 50人

【記念講演会】
と　き　9月 15日（土）13:30 〜 15:00
ところ　国府町コミュニティセンター
内　容　「大伴家持の歌と魅力」
講　師　里中満智子さん（漫画家）
料　金　無料　　定　員　100人　※要申込み

為
ためすえ

末 大
だい

の芝生 de かけっこ教室 
～コツを知れば君も速くなる！～

問	鳥取県庁スポーツ課		 	0857-26-7919
	0857-26-8108	 	https://tottoristyle-shibafu.org/

　2001 年・2005 年世界陸上大会
男子 400㍍ハードル銅メダリストの
為末	大さんを特別講師に招き、為末
式かけっこメソッドを学びます。
と　き	 9 月16日（日）13:00 〜 15:30
	 ※雨天決行
ところ	 鳥取市立東郷小学校
対　象	 小学生　　参加料　無料
定　員	 先着 100 人　※要事前申込み
申込み	 8 月 24 日（金）まで

【同日開催】第 8 回鳥取方式® 芝生化アカデミー
と　き	 9 月 16 日（日）9:00〜 15:30
ところ	 鳥取市立東郷小学校ほか
内　容	 テーマ：「芝生のある人生をはじめよう！」
	 事例視察、芝生維持管理教室など
※申込方法など詳細はホームページをご覧ください。

為末	大さん

国土交通省からのお知らせ
問	国土交通省中国地方整備局鳥取河川国道事務所計画課
	0857-22-8435（受付時間 8:30 〜 17:15）

　鳥取豊岡宮津自動車道（鳥取〜福部）の計画をみ
なさまと一緒に考えていきます。
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岩美町

ポータルサイトで現在の検討状況が確認できます !
http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/
road/tottorifukube/index.html


