
生涯学習、社会体育、図書事業、
文化財などの業務

分室長／安達 典子（本務 副支所長）
主　幹／清水 祐子
社会教育担当嘱託員／田中 靖子

　４月の人事異動により青谷町総合支所長に就任し
ました田中隆志です。青谷町は、国史跡に指定された
青谷上寺地遺跡をはじめ、伝統的工芸品「因州和紙」、
地酒、醤油といった製造品など豊富な地域資源があり
ます。これらの地域資源を活かしながら、「いつまでも暮らしたい、住
んでみたい、歴史に彩られた活気とにぎわいにあふれるまち 青谷町」
の実現に向けて、皆さんと一緒に取り組んでいきたいと思います。ど
うぞよろしくお願いします。

青谷町総合支所の職員体制と業務内容を紹介します!

支所長

副支所長

田中 隆志 産業建設課
道路・河川、公共交通、
市営住宅、下水道、商工業、
農林水産業などの業務

課　　長／田中 隆志（本務 支所長）
主　　任／田中　誠
主　　任／大田 真悟
主　　任／濵﨑 修司
主任（再）／闥木　豊

水道局西地域水道事務所
気高・鹿野・青谷地域の
水道施設維持管理の業務

所　　長／中村 賢司
所長補佐／末石 匡昭
主　　幹／榎　直亮
主　　幹／岸根 勝弘　
主　　幹／竹内　豊
主　　幹／福本 隆史
主　　幹／岸本 善雄
主　　任／田中 泰宏

地域振興課

教育委員会事務局青谷町分室

道路パトロール・除雪・除草
など道路維持管理の業務

所　長／谷口　明
主　任／前田 正美
主　任／岡田 徳雄

西道路管理センター

防災、交通安全、まちづくり、出納、
商工観光、広報（支所だより等）、
選挙などの業務

課　　長／安達 典子（本務 副支所長）
課長補佐／房安 哲弘
主　　幹／房安　茂
主任（再）／松原 雅彦
主　　事／塩　和樹
主　　事／伊藤 結衣子

たなか たかし
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■ 地域振興課 30-8692
■ 市民福祉課 30-8694
■ 産業建設課 30-8696
■ 教育委員会分室 30-8697

■トレーニングセンター 85-2359
■ あおや郷土館 85-2351
■ 青谷上寺地
 遺跡展示館 85-0841

■ あおや和紙工房 86-6060

■ 西道路管理センター 30-8699
■ 水道局西地域
 水道事務所 85-2526

■ コミュニティセンター 85-1141
■ すくすく保育園 85-0430

 鳥取市青谷町総合支所 地域振興課　〒689-0592 鳥取市青谷町青谷667
0857-85-0011 0857-85-1049 ao-chiiki@city.tottori.lg.jp

安達 典子

課　　長／金﨑 厚志
主　　任／河口 小百合
主　　任／西垣 真治
主任（再）／森下 俊介
保 健 師／森田 彩香
主　　事／徳田 純也
主　　事／和田 寛子
主　　事／野口 倫子
事 務 員／島尾 善子
人権教育推進員／中島 一誠

市民福祉課
戸籍、住民登録、市税、福祉、
国保、医療、廃棄物、人権
などの業務

R4.4.1
現在
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　４月７日（木）に入学式が行われ、１年次生55
名が入学しました。新年度がスタートし、学校全
体が活気づいています。今年度は、多くの青谷町
の行事等が開催されることを期待し、ボラン
ティアで地域の皆様とご一緒できることを楽し
みにしています。お気軽に声をかけてください。
　地域の皆様に育てていただいている青高生、
今後もどうぞよろしくお願いいたします。

地域へはばたく１年次生入学地域へはばたく１年次生入学

青谷高校NOW！
VOL.２４なりすなちゃん

青
あお

也
や

くん

地域の方々との出会いを大切にし、
ともに青谷町を盛り上げていきます♪

５月の予定

子育て支援センター

5月 まちの行事まちの行事

ごみ収集のお知らせ

【問い合わせ先】市民福祉課　　 30-8694

【問い合わせ先】すくすく保育園 85-0430

あそびにきませんか
利用時間：月曜日～金曜日（祝日はお休み）
　　　　  9:00～12:00  13:00～15:30

　キューピットを利用される日には、お家から検温をし、マス
クの着用（保護者）、手洗い、手指消毒をお願いします。

★おはなし会／10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。

★４月・５月生まれの誕生会／17日（火）11:00～
　４月・５月生まれのお友だちをみんなでお祝いしましょう。

★保健師さんによる発育測定
　／19日（木）10:00～11:30
　身長、体重を測定します。保健師さんとの個別の相談も
できます。
※母子健康手帳をご持参ください。

※新型コロナウイルス感染状況によっては、行事は、中止、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。

５月９日（月）、５月１９日（木）

※ごみは収集日の午前８時までに出してください。

日　時 行　事　名 場　所

13金
ふわっとカフェ14:30～

16:30
砂 の 子

27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

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10火

青谷町高齢者教室13:00～
15:10

青 谷 町
総合支所17 火

12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

●ペットボトルの収集日

５月３日（火）憲法記念日
５月4日（水）みどりの日
５月5日（木）こどもの日

●５月祝日のごみ収集

相談員　森　佳樹 さん
もり よしき

相談員　竹森　潔 さん
たけもり きよし

相談員　山本　誠 さん
やまもと まこと

相談員　大田勝則 さん
おおた かつのり

相　　談 ５月分
●会場：青谷町老人福祉センター

行政相談
11日（水）13：00～15：30

人権相談
18日（水）13：00～15：00

心配ごと相談

18日（水）13：00～15：00

収集しません
収集しません

可燃ごみのみ収集します

期限内納付をお願いします。

【問い合わせ先】市民福祉課　　 30-8694

５月は、固定資産税　１期・全期
軽自動車税　全期　　　　（種別割）

納期限　５月31日（火）


