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鳥 取 市
青谷地域の
人口と世帯

男 ２,６７９人（±０） 計 ５,６０５人（＋２）

女 ２,９２６人（＋２） 世帯数 ２,３７５世帯（＋２）
令和３年２月２８日現在　（　）は前月比
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青谷町総合支所だより 　４月号  No.１９８１

支所・主な施設への直通電話
地域振興課 85-0011
市民福祉課 85-0012
教育委員会分室 85-0014
産業建設課 85-0015
西道路管理センター 85-0016
水道局西地域
水 道 事 務 所 85-2526

すくすく保育園 85-0430
青谷上寺地
遺跡展示館 85-0841

あおや郷土館 85-2351
あおや和紙工房 86-6060
コミュニティセンター 85-1141
トレーニングセンター 85-2359

～「空き家であお～や」まちづくりトーク＆ライブ～
青谷のまちの将来をみんなで語ろう！

　３月７日（日）、空き家となっている旧青谷町商工会館で、青谷地域づくり連絡協
議会に所属する団体「空き家であお～や」（大谷茜代表）による、まちづくりイベン
トが行われました。これは、青谷町内で増えている空き家をまちづくりに有効活用
しよう、と取り組んでいる同団体が、青谷町の将来をみんなで考えてみようと呼び
かけたものです。
　会場には、20代～50代の世代を中心に、町内外から約40人が参加。トークイ
ベントでは、鳥取駅前のリノベーションまちづくりを推進して
いる、「（株）まるにわ」代表取締役の齋藤浩文さんによるゲスト
トークが行われました。齋藤さんは、自分の価値観でモノを選ぶ
こと、それを日々の暮らしに落とし込むこと、そして、だれか任
せでない生き方、作り上げていく暮らしをすることの大切さな
どを語りました。

　後半は、青谷の「ＮＰＯ法人Ｂ.Ｆ.Ｏじげ」の井島暁洋さんが、青谷の空き家の状
況や使われ方などを発表。その後、全員が輪になってフリートークが行われまし
た。司会からの「青谷の好きなところは？」に対して、「人情味がある」「海などの自
然や景色」「鳥取の市街地にはないものがある」「人やまちが好き」などの意見があ
りました。また、「青谷をどんなまちにしたい？」に対して、「地元の店で経済が循環
するまち」「ライブハウスやパン屋をつくりたい」「駅前のにぎわいを取り戻した
い」「都会との関わりで観光業やＩＴ企業などを誘致し活性化を」などの意見が出
て、盛り上がりました。

　なお、途中、県内外で活動中のＲ＆Ｒバンド「Long 
Tall Sally」と鳥取と音楽をこよなく愛する金管楽器奏
者の「鳥取ブラスプレイヤーズ」によるライブイベント
があり、会場は心に響く演奏で盛り上がりました。また、
会場の一角では、子ども向けのワークショップもあり、
入浴剤などを作りました。
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思っています。
【委　員】ゴミを拾うイベントを開催し、皆で拾うのも大
事だが、ゴミを拾う、草を抜く等日々の生活の中で、
当たり前に実施できる環境美化のボランティア意識
を、広めていくこと等も必要だと思った。

【事務局】自治会やまちづくり協議会と連携した住民運
動のような形で普及していけないか、考えてみたい
と思います。

青谷町総合支所だより ２４月号  No.１９８

因州和紙でおひなさま
～すくすく保育園～

日時：令和３年２月１９日（金）
　　　午後２時３０分～５時２０分
会場：青谷町総合支所第２・３会議室

 議事概要

議事　
（1）鳥取市青谷町版総合戦略【第２期】（案）について

【問い合わせ先】地域振興課 85-0011

※地域振興会議の資料や詳しい議事概要は、鳥取市公式
　ウェブサイト「青谷町総合支所」ページをご覧ください。

第７回 青谷地域振興会議第７回 青谷地域振興会議

　　支所長から、「鳥取市青谷町版総合戦略【第2
期】」（案）の策定の趣旨と概要、各課課長から施策
体系について説明

【委　員】青谷上寺地遺跡を活用したまちの活性化
は、いいタイミングなので大いにやるべきと思ってい
るが、住民が、安全安心、喜びを感じないと、上ずった
施策展開になるのではないか。

【委　員】令和５年度の展示ガイダンス施設のオープ
ニングイベントに備えて、何かイベントを計画してみ
てはどうか。今のままでは、青谷上寺地遺跡に来ら
れた人が、施設はよかったが、「買う土産がない」「食
べるものがない」となってしまうのではないか。

【事務局】青谷上寺地遺跡を前面に出し、話題性のあ
る土産物、食を提供いただけるお店等への協力をお
願いしていくことも必要だと思っています。

【委　員】各種団体と連携して実施する部分を活性化
させていくことが大事だと思った。

【事務局】各種団体や地域との連携を積極的に図りな
がら、協力関係を築いていくように進めていきたいと

報告事項

　　支所長から新市域振興ビジョン見直し（案）につ
いて、担当課長から振興ビジョン推進計画改定（案）
について説明

詐欺に注意！！
電話やメールで
〇保険料の還付金がある
〇サイト利用料が未納
〇パソコンがウイルスに感染している
等の言葉は“詐欺”を疑いましょう

　2月8日（月）、自分で染付した和紙で、すく
すく保育園年長児がおひなさまを作りまし
た。おひなさまは、3月に道の駅西いなば気楽
里で展示されていました。
染付指導：鳥取県因州和紙協同組合青年部
主催：青谷地域にぎわい創出実行委員会和紙部会★★被害にあわないために★★

※市の職員が、ＡＴＭ操作を依頼することは絶
対にありません。

※電子マネーのＩＤ番号を教えたり、写真に
撮ってメールで送信したりしないでくださ
い。

※不審な電話やメールは、相手にしないで、警察
または家族に相談しましょう。

（1）新市域振興ビジョンについて

　　情報政策課から超高速情報通信基盤整備事業に
ついて説明

【委　員】この度の工事で敷設する設備は、鳥取市の
所有になるのか。

【情報政策課】鳥取市の事業で施工するので、鳥取市
の所有になります。鳥取市で光ファイバーを整備し、
賃貸借契約で、各ケーブルテレビ局に貸すことを考
えています。

（2）超高速情報通信基盤整備事業について

浜村警察署 82-0110
鳥取県警察本部 ♯9110（警察安全相談）

【連絡・問い合わせ先】

青谷町総合支所だより 　４月号  No.１９８３

　鳥取市営青谷駅前第１駐車場（旧役場跡地）、青谷中央駐車場（グリーンハイツあおや前）に空き区画
があります。
　随時、利用者の募集を受け付けしていますので、ご希望の方は、産業建設課へお申し込みください。

市営駐車場利用者を募集しています！

【問い合わせ先】産業建設課 ８５-００１５

新刊図書のご案内

●母影（尾崎世界観）
●ははのれんあい（窪 美澄）
●櫓太鼓がきこえる（鈴村ふみ）
●キャッシー（中森明夫）
●終わりの歌が聴こえる（本城雅人）
●アンブレイカブル（柳 広司）
●その悩み、エピクテトスなら、こう言うね。
　（山本貴光、吉川浩満）　ほか

●たいこどん（きくちちき）
●へっちゃらプーちゃん（本田いづみ）
●ケロケロきょうだい（たかおゆうこ）
●バルバルさんとおさるさん（乾 栄里子）
●さあおいでこどもたち（小風さち）
●わたしのちいさないきものえん（大島加奈子）
●ひと粒のチョコレートに（佐藤清隆）　ほか

移動図書館「つばさ号」をご利用ください。
※青谷町コミュニティセンター図書室へ返却することもできます。

天候や交通事情によっては、到着時間が変更になったり、運休したりする場合があります。

巡回日 場所・時間（青谷町内のみ掲載）

14日（水）
28日（水）

八葉寺

公民館
→ 桑原生活改善

センター
→ 中郷地区

公民館
→ なりすな → 海っこ

児童クラブ

１３：３０～１３：５０ １４：１０～１４：３０ １４：５０～１５：１０ １５：３０～１５：５０ １６：００～１６：３０

5日（月）
高齢者生活
福祉センター →

山根
公民館 → 勝部地区

公民館 → 絹見・引地 → 長和瀬

１３：４０～１４：００ １４：２０～１４：４０ １５：００～１５：２０ １５：４０～１６：００ １６：２０～１６：４０

19日（月）
高齢者生活

福祉センター
→ 山根

公民館
→ 勝部地区

公民館
→ 絹見・引地 → わかばの家

青谷

１３：４０～１４：００ １４：２０～１４：４０ １５：００～１５：２０ １５：４０～１６：００ １６：１０～１６：３０

12日（月）
26日（月）

栄町公民館

１６：００～１６：２０

一
般
書

児
童
書

4月の休館日は5・12・19・26・29日です。

4月

令和3年度
広報モニターを募集します

【内　　容】市の広報や事業に関するインターネッ
トアンケート（年10回程度）のモニター

　　　　　※回答実績に応じて図書カード進呈　
【対　　象】18歳以上の市内居住者で、パソコン・ス

マートフォンなどでメール受信、および
インターネット上のアンケートに日本語
で回答できる人　

【募集人数】100人　
【応募期限】4月23日（金）までに本市公式ホーム

ページの専用フォームにてご応募くだ
さい。※居住地域、年齢、性別などを考
慮のうえ決定。詳しくは、本市公式ホー
ムページをご覧ください。

【問い合わせ先】本庁舎広報室　  30-8008　　 20-3040

　行政相談委員は、本年４
月１日付けで委嘱替えが行
われ、竹森潔さん（浜町）が
引き続き委嘱されました。
任期は、令和５年３月31日
までです。
　行政相談委員は、総務大
臣から市町村ごとに委嘱され、無償で皆さんから
行政サービスへの要望や暮らしの困りごとをお
聴きし、解決のための助言や、関係機関への連絡
を行っています。
　竹森潔さんは、毎月、青谷町老人福祉センター
で定例相談会（P4に掲載）を開催されていますの
で、お気軽にご相談ください。

【問い合わせ先】総務省鳥取行政監視行政相談センター
24-5541

行政相談委員を紹介します

●利用料金●　　３，１００円／月
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令和３年度
「狂犬病予防集合注射の中止」について

　例年実施している狂犬病予防集合注射は、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため、昨年に引き続き中止とします。
　予定されていた皆さまには大変申し訳ありませんが、以下の
注意事項を確認のうえ、動物病院で注射を受けてください。

【注意事項】
・必ず動物病院に電話等で事前予約をしてください。
・注射を受ける際は、市が発行した案内通知を必ずご持参く

ださい。
　 ※案内通知が見当たらない方は、再発行しますので、下記

までご連絡ください。
・狂犬病予防注射は、１２月末までに必ず行ってください。

青谷町総合支所だより ４４月号  No.１９８

4月の予定

子育て支援センター 4 月 まちの行事まちの行事

相談員　大江佐代子 さん
おおえ さ  よ  こ

ごみ収集のお知らせ

【問い合わせ先】市民福祉課　　 85-0012

【問い合わせ先】 市民福祉課 85-0012
鳥取税務署 22-2141

【問い合わせ先】 鳥 取 市 保 健 所 生活安全課 30-8551
青谷町総合支所 市民福祉課 85-0012

＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事業が
　中止になる場合があります。

子育て相談

【問い合わせ先】すくすく保育園　 85-0430
月～金 13：00～15：00（祝日はお休み）

あそびにきませんか
4月1日（木）から利用時間が変更になります。

月曜日～金曜日  9：00～12：00  13：00～15：30
　利用できる方は、保育園や幼稚園に通っていない乳幼児
とその保護者、並びに、もうすぐお父さんお母さんになられ
る方々です。子育ての仲間と交流しましょう。
　キューピットを利用される日には、検温、マスクの着用（保
護者）・手洗い・手指消毒をお願いします。

★はじめましての会／８日（木）10:30～
　今年度も、たくさんの人と出会い、友だちになりましょう。歌
や手遊びも、いっしょに楽しみましょう。みなさんのご参加をお
待ちしています。

★おはなし会／13日（火）11:00～
　「しゃぼんだまの会」のみなさんによる、絵本やお話を楽
しみましょう。

★こいのぼりを作りましょう
　／20日（火）～30日（金）10:00～
　親子で楽しくこいのぼりを作って、お家に飾りましょう。

※行事は、変更になることがあります。詳しくは、キューピット
に掲示しますので、お問い合わせください。

※４月の誕生会は、5月の誕生会といっしょに行います。

４月１日（木）

※ごみは収集日の午前８時までに出してください。

相談員　竹森　　潔 さん
たけ もり きよし

相談員　山田由理子 さん
やまだ ゆ　り　こ

相談員　德田　暁則 さん
とくだ あきのり

日　時 行　事　名 場　所

9 金 ふわっとカフェ14:30～
16:30

砂 の 子

23 金 ふわっとカフェ14:30～
16:30

砂 の 子

糖尿病予防
ともの会

9:30～
11:00

青 谷 町
総合支所16 金

汐さいの会
（精神障がい者家族会）

13:30～
15:30

気高保健
センター13 火

8 木 キラリ☆えがおの会
（精神障がい者当事者の会）

10:00～
11:30

気高保健
センター

●乾電池・蛍光管の収集日

４月２９日（木）昭和の日

●４月祝日のごみ収集

21 水 1歳6か月児健康診査
（R1.8月・9月生）

13:00～
13:30

気高保健
センター

受
付

28 水 離乳食講習会
（R2.9月～12月生）

13:15～
13:30

気高保健
センター

受
付

14 水 6か月児健康診査
（R2.8月・9月生）

13:00～
13:30

気高保健
センター

受
付

市・県民税申告期間延長のお知らせ
　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、市・県民
税の申告受付期間を次のとおり延長します。

相　　談 4月分
●会場：青谷町老人福祉センター

行政相談
7日（水）

13：00～15：30

人権相談
21日（水）

13：00～15：00

心配ごと相談
21日（水）

13：00～15：00

期間：３月16日（火）～４月15日（木）
時間：８：30～17：15　場所：市民福祉課窓口
※土日祝日は受付しません。
※各総合支所や本庁舎税総合窓口でも受け付けます。

可燃ごみのみ収集します。

◆確定申告受付期間も4月15日（木）まで延長されて
　います。相談や申告書作成支援等については、鳥取
　税務署へお問い合わせください。


