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令和元年度人権とっとり講座
問	本庁舎人権推進課
	0857-20-3224	 	0857-20-3052

問	（公財）鳥取市人権情報センター
	0857-24-3125	 	0857-24-3444

と こ ろ	 人権交流プラザ（幸町）
対　　象	 人権について関心のある市内在住の人、ま

たは本市に通勤、通学している人
受講時間	 13:30 ～ 16:30　　受 講 料　無料
そ の 他	 手話通訳・要約筆記をご希望の人は、申込

時にお申し出ください。
申込期限	 6 月 7日（金）まで
【講　義】

と　き 内　　　容

6月19日（水）
（開講式）

講師：松
まつむらもと	き 	

村元樹さん
「ネット上の部落差別の解決に向けて」

7月17日（水）講師：郭
かく

	辰
ち ぬ ん

雄さん
「差別のない共生社会を目指して」

7月24日（水）

講師：加
	か	とう

藤めぐみさん、
ハンセン病関西退所者原告団
いちょうの会メンバー

「ハンセン病隔離政策の罪を問う」

9月9日（月）
講師：日

ひだか や す は る

高庸晴さん
「性的マイノリティの人権課題と最近
の動向について」

9月25日（水）講師：荘
しょうほとも	こ 	

保共子さん
｢地域で育つ子どもの居場所づくり｣

10月7日（月）
（閉講式）

講師：松
まつなみ

波めぐみさん
「優生保護法のもとで何が行われてい
たのか	－現在の問題として－」

【講演会】
「家族について考える	児童虐待、ひきこもり、自死を取材して」
とき		7月7日（日）14:00～16:00　講師		杉

すぎやま

山	春
はる

さん
ところ　とりぎん文化会館第1会議室

しゃんしゃん体操普及員募集
問	さざんか会館中央保健センター
	0857-20-3194	 	0857-20-3199

　介護予防とふれあいのあるあたたかい地域づくり
を目的に、「しゃんしゃん体操」を普及しています。
心も体も「しゃん」とする楽しい体操を地域で一緒
に始めてみませんか？
対　象　7 回講座を受講し、地域でしゃんしゃん体

操を普及できる人
と　き　6月6日、13日、20日、27日、7月4日、11日、

18日（木）13:30 ～ 16:00
ところ　人権交流プラザ	大ホール（幸町）
内　容　講義と実技指導
定　員　50 人　　参加料　無料
申込み期限　5月 24 日（金）

鳥取市弓道場 休館のお知らせ
問	第二庁舎生涯学習・スポーツ課
	0857-20-3373	 	0857-20-3364

　第 30 回全国「みどりの愛護」のつどい開催のため、
5月 18 日（土）9:00 ～ 15:00 の間、鳥取市弓道場
は利用できませんのでご注意ください。

参議院議員通常選挙の投票立会人を募集します！
問	市選挙管理委員会（〒 680-0022	西町二丁目 311）
	0857-20-3386	 	0857-20-3051	 	senkan@city.tottori.lg.jp

申込期間　5月 7日（火）～ 27日（月）
投票立会人の主な仕事
○投票所の開閉の立ち会い
○最初に投票する前に、投票箱に何も入っていない
ことの確認の立ち会い
○投票する人が、投票所に入場してから退場するま
での投票全般についての立ち会い
○投票箱の閉鎖の立ち会い
応募資格
　7月5日～28日の間で立ち会い可能な日（複数可）
を申込してください。
【当日投票所（92カ所）】
条件　立ち会いをしようとする投票区の選挙人名簿

に登録されている有権者で、当日必ず立ち会
いのできる人

【期日前投票所（10カ所）】
条件　有権者（住所要件なし）で、当日必ず立ち会

いのできる人
人　　数　当日投票所　　各投票所 2人
　　　　　期日前投票所　各日・各投票所ごとに 2人
報酬・時間
【当日投票所（92カ所）】
報酬　1万 700 円（源泉徴収あり）
　　　※交通費支給なし、昼食は自己負担
時間　6:30 ～ 20:30（立会人のうち 1人は、開票

所への投票箱送致に同伴。また、一部の投票

所は 1時間の繰上）
【期日前投票所（10カ所）】
報酬　9500 円（源泉徴収あり）
　　　※交通費支給なし、昼食は自己負担
時間・場所
■福祉文化会館・各総合支所（用瀬地域は用瀬地
区保健センター）　時間　8:10 ～ 20:10
■イオンモール鳥取北　時間　9:40 ～ 20:10
（最終日（投票日前日）は 19:10 まで）

申し込み方法
○パソコン・携帯電話
　本市公式ホームページの申し込みフォームから簡
単に申し込みができます。
○はがき、ファクシミリまたはメール
　①住所（郵便番号）	②氏名		③生年月日　④電話
番号	⑤所属政党または所属する政治団体名（ない
場合は「なし」と記入）	⑥「当日の立会人を希望」（投
票日の中で希望される日（複数可））または「期日
前の立会人を希望」（期日前の場合は、期日前投票
期間の中で希望される日（複数可）および希望投票
所）を記入して、選挙管理委員会（応募先）宛に送っ
てください。

選任の決定
　投票日が決まり次第、申込者へ文書でお知らせいた
します。なお、同日に多数の応募がある場合は、若い
世代の人を優先します。

J アラートの
第 1 回全国一斉情報伝達訓練

問	本庁舎危機管理課
	0857-20-3127	 	0857-20-3042
	kikikanri@city.tottori.lg.jp

　地震・津波や武力攻撃などの発生に備えた、内閣
府・消防庁で実施されるＪアラートの全国一斉情報
伝達訓練にあわせて、防災行政無線の放送を行いま
す。訓練放送ですので、実災害ではないことを、ご
了承くださいますようお願いします。
と　き　5月 15日（水）11:00 予定

認知症になっても、安心して生活できるよう
認知症初期集中支援チームがお手伝い
問	駅南庁舎長寿社会課
	0857-20-3449 	0857-20-3404

　認知症初期集中支援チームは、認知症についての知
識を持つ医療や介護の専門職がチームを組んで、認知
症の初期段階の人や、認知症と診断をされていても医
療や介護サービスを受けていない人などに集中的に支
援を行います。
　認知症は早期に気づき、早期に対応することが大切
です。認知症に関する困りごとや心配ごとは、お住ま
いの地域の地域包括支援センターにご相談ください。

西・南・北・中ノ郷中学校区、福部未来学園校区

鳥取中央地域包括支援センター
富安二丁目 138-4（駅南庁舎 1階） 0857-20-3457

東・桜ヶ丘・国府中学校区

鳥取東健康福祉センター包括支援係
国府町宮下 1221（国府町総合支所内）0857-25-5021

江山・高草・湖東中学校区、湖南学園校区
鳥取こやま地域包括支援センター
湖山町西一丁目 512
（学習・交流センター鳥取 2階）

0857-32-2727

河原・千代南中学校区(用瀬・佐治)

鳥取南地域包括支援センター
用瀬町別府 96-2 0858-76-2351

気高・青谷中学校区、鹿野学園校区
鳥取西地域包括支援センター
気高町浜村 50-22
（気高地区保健センター内）

0857-82-6571

令和元年度鳥取市職員採用試験【大学卒業程度】
問	本庁舎職員課		 	0857-20-3107	 	0857-20-3040

【職種・年齢要件】
職種など 年齢要件

一般事務A 平成 2年 4月 2日～平成 10年 4月 1日に生まれた人

土木A 昭和 59年 4月 2日～平成 10年 4月 1日に生まれた人

化学・獣医師・保健師・社会福祉士・保育士 昭和 59年 4月 2日以降に生まれた人

【受付期間】
5月9日（木）～ 6月5日（水）

【試験日程】
1次試験日　6 月 23日（日）	 合格発表　7月 3日（水）		※獣医師は 7月 12日（金）
2次試験日　7月下旬	 合格発表　8月下旬
※試験についての詳しい内容は、受付開始日より本庁舎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。

※高校卒業程度・社会人経験者対象の試験については、市報7月号でお知らせします。

【期日前投票期間例（7月21日（日）投票）】　※投票日が7月28日（日）の場合は7日ずつずれます。
7月

4（木）5（金）6（土）7（日）8（月）9（火）10（水）11（木）12（金）13（土）14（日）15（月）16（火）17（水）18（木）19（金）20（土）21（日）
公
示
日

期日前投票期間　福祉文化会館・各総合支所（用瀬地域は用瀬地区保健センター）（16日間） 投
票
日イオンモール鳥取北（8日間）


