
（別添２－１）

東部地区 鳥取県

所　　属　　名 受入可能な業務内容
受入可能

人数
（単位：人）

備考 所在地

広報課 ・県政だより発行に向けた取材への同行
・とりネット（県ホームページ）の更新補助業務
・知事記者会見等の補助業務
・広報、情報発信業務の補助　等

2 ８月下旬～９月の１週間程度受入
可。

鳥取市東町１丁目
220

東部振興課 ・東部振興課が所管するイベントの準備、当日の
運営補助
・地域づくり支援現場への同行
・NPO法人の運営指導及び事業報告書の督促事
務等の補助
・軽易な補助金の審査事務の補助
・現地視察
・情報発信の補助（HP、PRグッズの作成等）
・庁舎管理業務の補助　等

1 ７月３１日～８月１３日受け入れ可
・研修は、土、日、休日及び通常の
勤務時間外（17時15分以降）に実
施されるものがありますが、その
際は平日との振替、研修開始時間
の調整等により対応します。
・イベントの運営補助には、登山に
同行するものがあります。
・研修期間内に案件がないものに
ついては、実施できない場合があ
ります。

鳥取市立川町６丁
目１７６

危機管理局内
各課

・危機管理に関する企画業務
・避難所運営や支え愛マップづくりに関する研修
等参加
・原子力防災に係る普及啓発業務への参加
・自主防災活動や消防団活動の普及啓発事務
・火薬類取締許可等許認可事務補助
・消防学校や防災航空センターによる体験研修
（防災ヘリ等）　等

1 ８月から９月の１週間程度受入
可。

鳥取市東町１丁目
２７１

職員支援課 ・県庁働き方改革に関する事務の補助
・本庁衛生委員会等の会議の準備、運営の補助
・鳥取しゃんしゃん祭り（8/14開催）に県庁連とし
て参加するための準備の補助　等

1 ８月中旬の１～２週間程度 鳥取市東町１丁目
220

人事企画課 ・職員研修会の運営補助
・人事行政にかかる各種資料作成補助等
・各自治体の職員採用の状況調査（ホームペー
ジ等での情報収集、とりまとめ等）

1 ８月１日（水）～８月１０日（金）
土日を除き、８日間

鳥取市東町１丁目
220

教育・学術振
興課

・県内大学と県との意見交換会の業務補助
・公私立学校との意見交換会の業務補助
・県外大学の県内でのフィールドワークや県内学
生との交流との業務補助
・大学によるまちおこしの事例収集　　等

1 ８月から９月の２週間程度受け入
れ可。但し８／１３～１７のお盆は
受け入れ不可。
できれば首都圏、大都市圏の大学
の学生か、もしくは県外出身の県
内大学生の受け入れを希望。

鳥取市東町１丁目
２２０

地域振興課 ・市町村対象の各種調査の業務補助
・地域振興課が所管する各種資料や簿冊の整理
・市町村長フォーラムの開催事務補助　等

1 ９月後半の１週間程度受入れ可。
（市町村長フォーラムが10/11・12
開催であるため、9月後半を希望）

鳥取市東町１丁目
２２０
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観光戦略課 ・観光パンフレットの発送業務補助
・着ぐるみ（とりピー）の貸し出し業務補助
・エアサポート申請の受付業務補助
・観光振興業務にかかる現地視察　等

1 ８月から９月の２週間程度受入
可。

鳥取市東町１丁目
220

交流推進課 ・中国吉林省から来県される大学生の受入にあ
たっての県内随行業務　等

1 ８月１３日（又は１４日）から２３日
の間。
可能であれば中国語が話せる方
を希望する。

鳥取市東町１丁目
220

東部建築住宅
事務所

・公共建築物の設計・監理業務補助
・建築確認申請審査業務補助　等

1 ８月から９月の２週間程度受入
可。
工学部（建築学科）の学生に限る。

鳥取市立川町６丁
目１７６番地

緑豊かな自然
課

・公園施設の設計業務や施工管理業務の体験、
補助　等

1 ８月から９月の２週間程度
鳥取市東町１丁目
220

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、Ｉ
ＣＴセミナー、スタートアップキャンプなどのイベン
ト、行事関係の企画・準備　等

4 ８月下旬から９月上旬 鳥取市東町１丁目
220

農業試験場 １　水稲の生育・収量調査の補助
２　作物体、土壌、病害虫の調査・分析の補助
３　試験実施に伴う作物栽培管理の補助
４　有機研究ほ場の雑草等調査の補助　等

2 ・受入れは９月が望ましい
・調査補助等の屋外作業が中心と
なります

鳥取市橋本260

林業試験場 ・森林内での調査（対象：樹木、病害虫、作業道
等）
・木材の材質試験（項目：強度、寸法安定性、加
工性等）　等

2 ８月から9月の２週間受入可。ただ
し、８月１日～３日は受入不可

森林・林業・木材に関心がある方
を希望します

鳥取市河原町
稲常１１３

とっとり賀露か
にっこ館

・かに等、生物の飼育管理
・来館者への接客業務
・館内美化・清掃業務
・かにっこ館主催イベントにかかる業務補助　等

2 ・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

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データベースへの
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
　・建設工事現場視察　　　　　　　　　　　　　等

1 ・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、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



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
等

2 8月下旬～９月中旬までの2週間程
度受入可。
（2名の場合は、同一期間の場合
のみ受入可）

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
・治山関係の業務補助　　等

１名 ８月～９月の２週間程度

※標準コースを受け入れる場合
は、３日間コースの受け入れは不
可

鳥取市東町１丁目
220

鳥取県土整備
事務所

・道路、河川など、公共土木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　等

１名 ・８月～９月の２週間程度 鳥取市立川町６丁
目１７６番地

教育人材開発
課

・学校業務改善に関する校内研修資料準備
・学校業務改善に関する調査・照会対応
・学校業務改善に関する取組内容の情報収集、
　企画・立案
・教員採用試験に関する情報収集、資料整理　等

1 ８月から９月の１週間程度受入
可、ただし８月３１日から９月７日
は受入不可。

鳥取市東町１丁目
271

小中学校課 ・家庭教育推進協力企業など、学校・家庭・地域
連携担当のホームページ整理・修正業務
・各種研修会の資料作成補助、印刷、アンケート
集計等

1 ８月から９月の２週間程度受入
可。できれば早い時期を希望。

鳥取市東町１丁目
271

図書館 ・返却図書の書架への本返し作業
・協力図書の配架場所変更・移動作業　　等

1 ９月初旬から２週間 鳥取市尚徳町１０
１

高等学校課 ・進路状況調査（就職内定状況）入力点検
・教科書入力確認、蔵書整理
・マナーアップさわやか運動の集約
・近畿高等学校総合文化祭参加とりまとめ　　等

1 なお、８月２，３，６日は指導担当
が不在となる。

鳥取市東町１丁目
271



（別添２－１）

中部地区 鳥取県

所　　属　　名 受入可能な業務内容
受入可能

人数
（単位：人）

備考 所在地

衛生環境研究
所

・公衆衛生・環境・食品等に係る研究、検査のサ
ンプル採取の補助
・公衆衛生・環境・食品等調査、研究、検査の準
備、後片付けの補助
・環境学習にかかる業務補助　等

2 ・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

園芸試験場
（果樹研究室）

・梨の試験調査補助
・梨の収穫作業
　　等

2
・8月から9月中旬

東伯郡北栄町由
良宿２０４８

中部総合事務
所県土整備局
道路都市課・
河川砂防課・
計画調査課

・道路、河川、ダム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）　等

2 8月下旬～９月中旬までの間の2週
間
程度（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

船上山少年自
然の家

・船上山少年自然の家が主催する事業、イベント
等の実施に係る業務補助　（受入団体への補助
等）
　　等

2 8月8日から8月12日を含む１～２
週間

東伯郡琴浦町山
川８０７－２
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（別添２－１）

西部地区 鳥取県

所　　属　　名 受入可能な業務内容
受入可能

人数
（単位：人）

備考 所在地

園芸試験場
（弓浜砂丘地
分場）

白ネギの栽培管理、調査補助　等 1 ・9月 境港市中海干拓
地２７

園芸試験場
（日南試験地）

トマト管理作業、収穫、調査補助　等 1 ・８月
・近隣の宿泊施設は火曜日定休で
宿泊不可

日南町阿毘縁
1203-1

西部総合事務
所米子県土整
備局

・道路などの公共土木施設の整備について提案
・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）　等

1 ８月下旬～９月中旬までの間の２
週間

米子市糀町１丁目
160

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）　等

2 ８月下旬～９月中旬までの間の２
週間

日野郡日野町根
雨１４０-１

西部総合事務
所米子県土整
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）　等

2 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）

米子市糀町一丁
目１６０

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）　等

2 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）

日野郡日野町根
雨１４０-１
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（別添２－１）

県外 鳥取県

所　　属　　名 受入可能な業務内容
受入可能

人数
（単位：人）

備考 所在地

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。

2 ８月末～９月の１～２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 ・関西本部の事務補助
・大学等への渉外同行
・鳥取県ＰＲイベントへの参加　等
　※土日勤務、出張あり。
　【イベント例】
　　　8/25　鳥取県ファンの集いin関西
　　　9/1・2　中国四国観光物産展
　　　9/7　　日本生命本店での鳥取県フェア
　　　9/8・9 あべのハルカスでの県観光物産展

2 ８月下旬から９月上旬の２週間程
度
８月２２日（水）～９月４日（火）を希
望
２名のうち１名は８月２９日（水）～
９月１１日（火）でも可

大阪市北区梅田１
－１－３－２２００
大阪駅前第3ビル
２２階

名古屋代表部 ・鳥取県ＰＲイベントの運営
・対外渉外活動への同行
・名古屋代表部の事務の補助　等

3 ９月中の３週間
　※土日のイベントを中心に、
　　　　　＠1人当たり1週間
　　　　　　　　　　　　×3回　を想定

名古屋市中区栄４
－１－１　中日ビ
ル４F
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