
鳥取県

所　　属　　名 受入可能な業務内容
受入可能
人数

備　　　　考 所在地

総務部 8名
東京本部 ・県PRイベントの企画・実施（とっとり・おかやま新橋館での手作りイ

ベント）
・SNSなどを使った情報発信の企画・運営
・東京本部の事務の補助（県人会業務などの支援）
・鳥取県ＰＲイベントへの運営補助（着ぐるみ着用を含む）
・とっとり・おかやま新橋館での観光案内・イベント補助
※土日勤務があります。

４名 ・８月末～９月の２～３週間程度 東京都千代田区平河
町2-6-3　都道府県会
館10階

関西本部 ・関西本部の事務の補助
・企業訪問、大学等への渉外同行
・鳥取県ＰＲイベントへの参画
・各種調査補助

２名 ８月～９月の２週間程度
8月21日(月)～9月3日(日)を希望

大阪市北区梅田１－
１－３－２２００
大阪駅前第３ビル２２
階

行財政改革局人事企
画課

・職員研修会の運営補助
・各種資料作成補助　等

１名 ・7/31（月）～8/10（木）
（土日を除き9日間）

鳥取市東町１丁目220

行財政改革局職員人
材開発センター

・８月１７日、１８日に開催する「鳥取県・島根県若手職員交流セミ
ナー」の準備及び運営補助
・８月２２日に開催する「よくわかる政策法務講座（理論編）」の準備
及び運営補助
・８月２４日に開催される「上手に気持ちを伝えるコミュニケーション力
向上講座～アサーティブコミュニケーションの活用」の準備及び運営
補助
・受講記録のデータ化等各研修結果の取りまとめ

１名
・８月１４日（月）～２５日（金） 鳥取市玄好町２０９

福祉保健部 2名
子育て王国推進局子
育て応援課

・子育て応援パスポートの申請受付、発送業務
・アンケート調査集計、とりまとめ
・指定管理施設に係る行政財産使用許可業務　　など

1～2名 ・8月から9月の2週間程度
※ただし、執務室スペースの関係で
同時の受け入れ不可

鳥取市東町１丁目220
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所　　属　　名 受入可能な業務内容
受入可能
人数

備　　　　考 所在地

生活環境部 6名
環境立県推進課 ・環境白書や各種調査報告のとりまとめ業務の補助

・各種会議の準備業務の補助
・各種イベントの準備業務の補助
・エコトリピーのブロク・フェイスブック作成業務の補助　　　など

１名 ・８月から９月の1週間程度 鳥取市東町１丁目220

衛生環境研究所 ・研究、検査のサンプル採取の補助
・研究、検査の準備、後片付けの補助
・環境学習の補助　等

2名 ・理科系の学生又は環境に関する
分野を専攻する学生のみ受入可能
・8月から9月の1週間程度
・事前アンケートへの記入をお願い
します。

東伯郡湯梨浜町南谷
５２６－１

砂丘事務所 ・日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例の普及啓発業務
の補助
・夏期ボランティア除草など景観保全業務の補助
・情報発信業務の補助
・観光客への対応業務（鳥取砂丘や山陰海岸ジオパークに関する説
明、観光案内、落とし物への対応など）の補助

1名 ８月第２週又は第４週の１週間程
度。
土、日、祝日に勤務していただく場
合もあります。

鳥取市福部町湯山２
１６４－６６１

食肉衛生検査所 ・と畜検査（食肉検査）業務の補助
・上記に係る試験検査業務の補助
・と畜検査フィードバック事業の補助

2名 ・8月14日及び8月21日から9月1日ま
での期間は受入れ不可
・検査所に来るための公共交通機関
がないため、自力で職場に来ること
のできる方が対象になります。
・獣医、畜産関係の学生を希望。

西伯郡大山町小竹１
２９１－７

商工労働部 2名
産業振興課 ・とっとり産業技術フェア、起業女子ミーティング、ＩＣＴセミナーなどイ

ベント、行事関係の企画・準備
1～2名 8月から9月の1週間程度 鳥取市東町１丁目220



所　　属　　名 受入可能な業務内容
受入可能
人数

備　　　　考 所在地

農林水産部 12名
農地･水保全課 ・農業農村整備事業に係るデータ整理及びデータベース作成

・「鳥取県の土地改良（第6編）」編さん補助
・農地法面管理者省力化支援事業に係る植生の生育状況調査の補
助
・生物調査の補助
・とっとり共生の里実施状況の確認及び広報　等

1名 ・8月から9月の2週間程度
（お盆期間を抜く）

鳥取市東町１丁目220

農業試験場 １　水稲・大豆の生育・収量調査の補助
２　作物体、土壌の調査・分析の補助
３　試験実施に伴う作物栽培管理の補助

３名 ・８月末～９月の２週間程度
・調査補助等の屋外作業が中心とな
ります

鳥取市橋本260

園芸試験場
（果樹研究室）

・ナシの試験調査補助
・梨の収穫作業

２名 ・8月から9月中旬の1～2週間程度
・公共交通機関がないため、自力で
職場に来ることのできる方が対象に
なります。

東伯郡北栄町由良宿
２０４８

園芸試験場
（弓浜砂丘地分場）

白ネギの栽培管理、調査補助 １名 ・９月の1～2週間程度
・公共交通機関がないため、自力で
職場に来ることのできる方が対象に
なります。

境港市中海干拓地２
７

園芸試験場
（日南試験地）

トマト管理作業、収穫、調査補助 １名 ・８月の1～2週間程度
・近隣に宿泊施設無し
・公共交通機関がないため、自力で
職場に来ることのできる方が対象に
なります。

日南町阿毘縁1203-1

林業試験場 ・フィールド（山林）での樹木調査、病害虫発生調査等の補助
・試験場構内等での木材品質試験・調査等の補助

２名 期間は１週間程度 鳥取市河原町稲常１
１３

とっとり賀露かにっこ
館

・かに等生物の飼育管理
・お客様への接客
・館内美化・清掃
・イベント補助

２名 ・７月下旬から８月末までの期間の
中で2週間程度
・水産生物の飼育、生態に興味のあ
る人を希望します

鳥取市賀露町西３丁
目２７－２



所　　属　　名 受入可能な業務内容
受入可能
人数

備　　　　考 所在地

県土整備部 5名
道路企画課・道路建
設課

①各種広報・要望資料等の作成補助
②道路事業の費用対効果分析に係る作業補助
③道路事業の進捗管理資料の作成補助
④その他各県土整備局照会の取りまとめ作業　など

1～2名 8月下旬～９月中旬までの間の2週
間
（2名の場合は、同一期間のみ受け
入れる。）

鳥取市東町１丁目220

技術企画課 以下の業務に係る資料作成の補助等
　・国土強靭化地域計画に係るＤＢ入力補助
　・人材育成のための技術研修等への参加・企画
　・建設産業の担い手確保、魅力発信に係る業務
　・土木施設愛護ボランティア制度に係る業務
　・技術調査（積算歩掛、単価改定、基準改定等）に係る業務
　・災害復旧、都市計画に係る業務　　等

１名 ・8月から9月の2週間程度
・建設産業に関する情報発信や技
術者確保等に関する大学生のニー
ズや意見を伺いたいので、県内の土
木関係に就職を希望されている大
学生の受入れを希望

鳥取市東町１丁目220

治山砂防課 ・砂防関係施設の点検
・砂防関係施設の長寿命化計画の作成補助
・その他国からの調査のとりまとめ作業
・出前講座・防災教育・裏山診断
・防災マップ作成
・シンポジウム準備　など

１名 ８月～９月の２週間程度 鳥取市東町１丁目220

鳥取県土整備事務所 ・道路、河川など、公共施設整備についての企画立案
・道路空間などを活用した観光PRへの取組みの企画
・工事数量のとりまとめ

１名 ・８月～９月の２週間程度 鳥取市立川町６丁目
１７６番地

中部総合事務所 3名
中部総合事務所
生活環境局

○不法投棄現場の監視見学
○動物関連施設の見学
○建築業務に係る補助
○その他、局に係る業務補助など

１名 ・8月から9月の１週間程度 倉吉市東巌城町2

中部総合事務所
県土整備局

・道路などの公共施設の整備についての提案
・設計業務や施工管理業務の体験
・工事数量や図面等の作成（CAD）

2名 8月下旬～９月中旬までの間の2週
間
（2名の場合は、同一期間のみ受け
入れる。）

倉吉市東巌城町２

西部総合事務所 2名
西部総合事務所米子
県土整備局道路都市
課

・道路などの公共施設の整備についての提案
・設計業務や施工管理業務の体験
・工事数量や図面等の作成（ＣＡＤ）

１名 ８月下旬～９月中旬までの間の２週
間

米子市糀町一丁目１
６０

西部総合事務所
日野振興センター
日野県土整備局

・道路などの公共施設の整備についての提案
・設計業務や施工管理業務の体験
・工事数量や図面等の作成（ＣＡＤ）

１名 ８月下旬～９月中旬までの間の２週
間

日野郡日野町根雨１
４０-１

40名合計


