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鳥取市

支所・主な施設への直通電話

令和4年3月31日現在（前月比）  人口／3,477人(－8)  男／1,696人(－3)  女／1,781人(－5)  世帯数／1,439世帯（±0）

No.211

鹿野町総合支所の組織と主な業務 令和４年４月１日現在
電話番号は上記のとおり

支所長 岡本幸子
副支所長 小林克己（地域振興課長兼務、教育委員会鹿野町分室長併任）

　3月１３日（日）、亀井さん検定が国民宿舎山紫苑で行われ
ました。この検定は初代鹿野城主、亀井茲矩（これのり）公の
功績を広く知ってもらうために実行委員会が主催となって
開催されています。今年は、県内から集まった１０才から８
１才までの３２名が難問に挑戦しました。昨年は初級編の
みでしたが、今年は中級編が追加され、難易度も上がりました。合格者には認定証が渡され、中級編の受
検者は、「ひっかけ問題があり、昨年よりも難しかったが合格できて嬉しい。鹿野が好きなので、また来
年も受検したい。」と認定証を受け取り、喜んでいました。

山口仁子　三谷裕之　安藤佑一
【主な業務】
総合支所内の総合調整、コミュニティ振興、広報・広聴、
選挙、統計調査、観光、交通安全、危機管理（消防・防災）

地域振興課　課 長  小林克己
福田良子　村田寿文　安達麻美　洞﨑秀樹
柳澤亜紀子（保健師）　山﨑千深　平尾和幸
【主な業務】
市税、戸籍、住民登録、各種証明、国民年金、国民健康保
険、介護保険、環境衛生、各種福祉、人権啓発、保育園の入
所

市民福祉課　課 長  横山幸恵

※地域振興課職員が分室業務も担当します。
（トレーニングセンター勤務）　保﨑義範　渡邉恵子
【主な業務】
生涯学習の推進、青少年育成、社会教育、社会体育、所管
施設の管理※トレーニングセンターでは図書の貸し出
しを行っています。

教育委員会鹿野町分室  分室長  小林克己（併任）
長田　寛　杉本裕未　米田　勉　谷口敏活
岡田道徳　米田　洋
【主な業務】
農林、商工、有害鳥獣、道路、除雪、河川、下水道、公園、温
泉、市営住宅

産業建設課　課 長  山枡靖典

■地域振興課 30-8682
■市民福祉課 30-8684

■こじか保育園・幼稚園 84-2251
■トレーニングセンター 84-2131

■産業建設課 30-8686
■教育委員会分室 30-8687

鳥取市鹿野町総合支所 地域振興課　〒689-0405 鳥取市鹿野町鹿野1517
0857-84-2011  0857-84-2598 sk-chiiki1@city.tottori.lg.jp

支所への直通電話（２月14日から電話番号が変わりました。代表番号は変更ありません。）

今年も難問に挑戦！「亀井さん検定」



日時 5月14日（土） 10時30分～
場所 鹿野学園流沙川学舎図書館
内容 読み聞かせ＆かんたんな工作
対象 どなたでも（参加無料）　
定員 5組程度（申込締切 5/13まで）
【申込先】鹿野図書室（

〇行政相談 10：00 ～ 11：30
12日（木） 相談員　谷口康夫さん

〇一般相談 ９：30 ～ 11：00
12日（木） 相談員　前田博志さん
19日（木） 相談員　永原初雄さん

〇人権相談 ９：30 ～ 11:30
26日（木） 相談員　谷口真さん

■会場　鹿野町老人福祉センター

まちの行事
日にち 時間 イベント 問い合わせ先
9 （月）10:00 続けてみよう

ストレッチ教室
市民福祉課

11 （水）17:00 ヨガ教室 鹿の助

12 （木）10:00 きらり☆えがおの会 市民福祉課

13 （金） 9:30 にこにこ教室 市民福祉課

27 （金） 9:30 にこにこ教室 市民福祉課

16 （月） 9:30 しゃんしゃん体操教室 鹿野公民館

18 （水）10:00 ヨガ教室 鹿の助

14 （土）10:30 5月のおはなし会 鹿野図書室

24 （火）10:00 鹿野カフェ サンテリオン

25 （水）10:00 鹿野町コスモス会 市民福祉課

30 （月） 9:30 しゃんしゃん体操教室　　市民福祉課

15 （日） まで こいのぼり展示 往来交流館

※イベント詳細は各関係機関にお問い合わせください。
市民福祉課 30-8684
鹿の助スポーツクラブ 84-2131
鹿野往来交流館童里夢 38-0030
鹿野地区公民館 38-0022
鹿野図書室 84-2131
ル・サンテリオン鹿野 84-3700

5月のおはなし会

日 時 ： 5月26日（木） 9：30～11：30
場 所 ： 鹿野町老人福祉センター
相談内容 ： 人権問題全般（人権擁護委員対応）

について、人権侵害が認められる
相談には調査救済（法務局対応）を
行うことができます。

【問い合わせ先】
鳥取地方法務局人権擁護課
※法務局においても休日を除く平日（８：30
～ 17：15）は毎日相談に応じています。

【専用ダイヤル】 0570 003 110

特設人権相談について

5月の相談開設日

※新型コロナウイルス感染予防のため日程が
変更または中止となる場合があります

鹿野図書室でも借りられます
鹿野図書室　 84 2131
【開室時間】 月・土 ８：45 ～ 17：15

火～金 ８：45 ～ 17：30
鹿野学園 流沙川学舎図書館　 84 1102
【開館時間】 月～金 15：00 ～ 19：00

土 10：00 ～ 17：00
●休室日・休館日は、日曜日・祝日です。

今月のおすすめ本

母の待つ里
浅田 次郎 　著

図書案内
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　家庭も故郷もない還暦
世代の３人の男女の元に
舞い込んだ〈理想のふるさ
と〉への招待。奇妙だけれ
ど魅力的な誘いに半信半
疑で向かった先には、かけ
がえのない〈母〉との出会
いが待っていた。彼らが見
出す人生の道しるべと
は？

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、集合注
射は昨年度に引き続き中止とさせていただきます。
　飼い主の皆さまは、市内指定動物病院で、事前予
約のうえ、狂犬病予防注射の接種を受けてください。
　詳しくは、とっとり市報4月号12ページをご覧くだ
さい。

令和4年度『狂犬病予防集合注射の中止』

（鳥取市鹿野町地域）

日 月 火 水 木 金 土
6 7
可燃ごみ
ペットボトル

8 9 10 11 12

1 2 3 4 5

13 14

可燃ごみ

可燃ごみ乾電池等

古　紙

15 16 17 18 19 20 21

食品トレイ
プラスチック

可燃ごみ

可燃ごみ ビン・缶
小型破砕

22 23 24 25 26 27 28

食品トレイ
プラスチック

食品トレイ
プラスチック

可燃ごみ ビン・缶
小型破砕

ビン・缶
小型破砕

可燃ごみ

可燃ごみ
ペットボトル

29 30 31
食品トレイ
プラスチック

食品トレイ
プラスチック

可燃ごみ

令和4年5月 ごみ収集カレンダー

●5月3日（憲法記念日）は収集を行います。
●5月4日（みどりの日）、5月5日（こどもの日）は収集を行いません。


