
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、イベントや講座などは中止・延期・内容が 変更になる場合があります。最新の情報は、本市公式ホームページか、各問合せ先でご確認ください。

令和4年度鳥取市職員採用試験
【大学卒業程度】
問	本庁舎職員課（62番窓口）
	0857-30-8116		 	0857-20-3957

【職種・年齢要件】
職種など 年齢要件

一般事務A 平成 5年 4月 2日〜
平成 13年 4月 1日に生まれた人

土　木
獣医師
衛生技師
保健師
保育士

昭和 62年 4月 2日以降に
生まれた人

【受付期間】	 5 月 6日（金）〜 31日（火）
【試験日程】	 1次試験日	 6 月 19日（日）
	 合 格 発 表	 7 月 7日（木）
	 2 次試験日	 7 月下旬〜 8月上旬
	 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・6階職員課、駅南庁舎、各
総合支所、鳥取市関西事務所で配布する受験案
内または本市公式ウェブサイトでご確認くださ
い（日程が変更になる場合があります）。
※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。

鳥取市SDGs未来都市計画の
ロゴマーク募集
問	本庁舎企業立地・支援課（48番窓口）
	0857-20-3225		 	0857-20-3947

　本市は、持続可能な明るい未来をつくるSDGs
の取り組みを推進する自治体として、内閣府より
SDGs未来都市に選定されました。
　広く SDGs 未来都市計画の活動を周知するた
め、鳥取市 SDGs 未来都市計画を表現したロゴ
マークを募集します。採用されたロゴマークは、
鳥取市 SDGs 未来都市特設サイトの他、本市の
SDGsの活動において広く使用されます。
資料公開	 鳥取市 SDGs未来都市特設サイト
	 	https://tottori-mirai-city.jp
募集期間	 6 月 17 日（金）まで
提出方法	 特設サイトから提出
※詳しい応募方法・注意事項は、鳥取
市SDGs未来都市特設サイトをご覧ください。

マイナンバーカード

夜間申請受付
問	本庁舎市民課（6番窓口）
	0857-30-8195		 	0857-20-3909

　マイナンバーのPRキャラクターであるマイナ
ちゃんの誕生日（5月 24 日）を記念して、マイ
ナンバーカード申請のお手伝いと顔写真の無料撮
影を夜間に行います。
と　き	 5 月 24 日（火）17:15 〜 18:45
	 ※要予約
ところ	 本庁舎 1階市民総合窓口（6番窓口）
対　象	 本市に住民登録があり、マイナンバー

カードを新規に申請する人、申請後 1〜
2カ月以内に転居・転出予定のない人

申請方法	 申請する本人が必要書類を持参し来庁
※申請をされた人には、マイナちゃんグッズをプ
レゼント

出張申請受付を希望する
企業・団体などを募集
問	本庁舎市民課（6番窓口）
	0857-30-8196		 	0857-20-3909

　市役所職員が企業や団体に出張し、写真撮影と
マイナンバーカードの申請受付をします。
対　象	 市内に事業所がある企業・団体など

※受付用の机・椅子、撮影場所（明るい
場所）の準備をお願いします。

申し込みからカードお渡しまでの流れ
①申請受付の申し込み
②日程調整・事前打ち合わせ
③企業・団体などで申請希望者のとりまとめ
④出張申請受付　　⑤カードお渡し
※できあがったカードは、企業または自宅でお
受け取りいただけます。

第61回
麒麟のまち鳥取市美術展
問	本庁舎文化交流課（34番窓口）
	0857-30-8021		 	0857-20-3040

　9部門（日本画、洋画、書道、デザイン、写真、
彫刻、工芸、版画、自由（新設））の公募作品を展示。
と　き	 5 月 29 日（日）〜 6月 5日（日）
	 9:00 〜 17:00（会期中無休）
ところ	 鳥取県立博物館
■開会式・表彰式
と　き　5月 29日（日）10:00 〜
■ギャラリートーク　各部門の審査員による解説
5月	29 日	（日）日本画・洋画・書道
6月	 4 日	（土）デザイン・写真・彫刻
	 5 日	（日）工芸・版画・自由
※時間は鳥取市美術展ホームページをご覧くだ
さい。

■市展賞受賞者作品展
と　き　6月 11日（土）〜 7月 3日（日）
ところ　鳥取市歴史博物館やまびこ館

とっとり施設予約サービスを
リニューアル
問	本庁舎情報政策課（35番窓口）
	0857-30-8026		 	0857-20-3943
	https://p-kashikan.jp/tottori/

	 （新とっとり施設予約サービス）

　インターネット上で、市の主な文
化施設やスポーツ施設の予約などを
行う「とっとり施設予約サービス」
を利便性向上を目的にリニューアルしました。
・予約状況の確認ができる施設が増えました。
・とっとり電子申請サービスで本人確認ができる
ようになり、オンラインですべての登録手続き
が完了します。
※令和 4年秋頃から、PayPay などのキャッシュ
レス決済に順次対応予定
※現在利用されている人は、従来の ID・パスワー
ドがそのまま利用可能（ただし、１回目にログ
インした際にパスワードの更新が必要）
　詳しくは、ご利用予定の各公共施設にご連絡く
ださい。

参議院議員通常選挙の立会人募集
問	本庁舎鳥取市選挙管理委員会（44番窓口）
	0857-30-8477		 	0857-20-3945		 	senkan@city.tottori.lg.jp

申込期間　5月 2日（月）〜 22日（日）
応募資格
・選挙人名簿に登録されている有権者
・6月24日（金）〜7月10日（日）の間のうち
17日間で必ず立会可能な日（複数可）を申込み

人　　数
　当日投票所　　各投票所 2人
　期日前投票所　各会場・各日ごとに 2人
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
します。
※同日に多数の応募がある場合は、若い世代の人
および当日投票所は当該投票区の人を優先

報酬・時間
【当日投票所（92カ所）】
報酬	 1 万 900 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　9600 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（日程は下記表参照）
・本庁舎・各総合支所
時間　8:15 〜 20:00（投票終了まで）
・イオンモール鳥取北
時間　9:40 〜 20:00（投票終了まで）
　　　（最終日（投票日前日）は 19:00 まで）

申し込み方法
・パソコン・携帯電話
本市公式ウェブサイト（電子申請）から申し込み

・はがき・ファクシミリ・メール
①住所（郵便番号）　②氏名　③生年月日　
④電話番号を記入のうえ、⑤期日前投票期間
の場合は希望される日（複数可）および希望
場所、投票当日の場合は希望される投票所が
あれば記入して、選挙管理委員会事務局まで
※当日と期日前の両方申込み可能
※記入事項の不備にご注意ください。

【期日前投票期間例：7月10日（日）投票の場合】　※投票日が7月17日、24日の場合は7日ずつずれます。
6月 7月

23（木）24（金）25（土）26（日）27（月）28（火）29（水）30（木） 1（金） 2（土） 3（日） 4（月） 5（火） 6（水） 7（木） 8（金） 9（土） 10（日）

公
示
日

期日前投票期間　麒麟Square多目的室1・各総合支所（16日間） 投
票
日イオンモール鳥取北（8日間）
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