「鳥取ハーネスの会」会長の

ろからだんだん目が見えなく

そのような中、盲導犬の話

たそうですが、 年も待った
そうです。

5

うになって 年間、すきな時

盲導犬と一緒に生活するよ

盲 導 犬「ダイン 」がやってき た
月 日（土）盲導犬のこ

盲導犬「ダイン」とそのパー
みのる

なり、杖で生活されていたそ

の ざわ

トナーである野澤実さんが青

うですが、思うように行動で

当日は、大人から子どもま

質問コーナーなどでふれあい

のお話を聞き、盲導犬クイズ、 を聞き、体験し、申込みされ

で約 人が参加し、野澤さん

きなかったそうです。

谷地区公民館を訪れました。

とをもっと知ってもらおうと、 野澤さんは、 歳を過ぎたこ

25

ました。

もおとなしく、利口な犬との

さに驚いていましたが、とて

子どもたちは、盲導犬の大き

初めて盲導犬とふれあった

絆が強く結ばれていました。

そこにはパートナーとしての

して色々なことに挑戦できる。

互いの信頼関係により、安心

野澤さんと「ダイン」はお

く変えてくれたそうです。

を与えられ、自分自身を大き

「元気」「勇気」「やる気」

て出かけられるようになり、

間に、好きな場所へ、安心し

8

楽しい交流会に喜んでいまし

た。
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野澤さん、ダインと一緒に

40

2
30

午前７時～午後７時まで（青谷地域）

青谷地域内の投票区（投票所）一覧
投票所名

投票区の区域

駅前・赤尾谷・東町・中町・西町・
青谷地区公民館
６０１
井手・長和瀬・下善田（一部）
（グリーンハイツあおや１階）
下露谷（一部）
本 町・ 浜 町・ 灘 町・ 前 町・ 夏 泊・
６０２ 青谷小学校体育館
緑町
鳴滝・北河原・川積・山田・亀尻・
６０３ 中郷地区公民館
城山・栄町・吉川・露谷・下露谷・
西町（一部）
６０４

絹見公民館

絹見・引地

６０５

日置谷地区公民館

６０６

勝部小学校体育館

６０７

日置地区公民館

蔵内・下蔵内・大坪・奥崎・養郷・
望町・善田・下善田
桑原・澄水・楠根・紙屋・田原谷・
八葉寺
小畑・河原・山根・早牛

当日投票所に行けない人は、期日前投票をしましょう。
次の場所のどこでも期日前投票ができるようになりました。
・期日前投票できる期間 ４月３日（月）～４月８日（土）
・
〃
時間 午前８時３０分～午後８時
・
〃
場所 鳥取市各総合支所（用瀬支所を除く）
鳥取市福祉文化会館
用瀬地区保健センター
＊鳥取市長選挙について詳しくは「とっとり市報」３月１５日号をご覧
ください。
問合せ先：青谷町総合支所地域振興課

８５－００１１

鳥取市選挙管理委員会事務局

２０－３３８６

（鳥取市西町２丁目３１１番地）

投票所・投票時間が変わります

投票区

４月９日㈰は鳥取市長選挙

４月２日（日）
４月９日（日）

～青谷地域の７投票所・投票時間は午後７時まで～

投票時間

この度の投票区見直しによって、今回の市長選挙から投票区域が変更になります。
投票所入場券でよく確認し、棄権することのないよう投票しましょう。

鳥取市長選挙：告 示 日
選 挙 日

第八回青谷地域審議会が去る二月九日に開か

今回の議題は次のとおりです。

第８ 次 鳥 取 市 総 合 計 画 「 実 施 計 画 」 （ 素

れ、七項目の議題について審議されました。

一

総合支所空きスペースの利活用について

案）について

三

新たな制度の具体案について

二 統合小学校について

四

五 平成十八年度当初予算総務部長査定結果及

投・開票区及びポスター掲示場等の見直し

び地域振興特定予算について

六

鳥取市定員適正化計画について

について

七

◎第八次総合計画（実施計画）について

平成十八年度から二十年度までの三年間に取

り組む事務事業を決定するものです。その中で

青谷地域に関わる事業の主なものは、①消防施

設整備事業（防火水槽設置等）②中国太倉市交

流事業③林道桑原河内線工事④漁港浚渫 ⑤防

砂提設置⑥簡易水道整備⑦日置谷地区ほ場整備

事業⑧治水対策事業⑨露谷本線道路改良、奥崎

会下線道路改良設計⑩市営住宅建替・改良⑪合

第８回

青谷地域審議会
開催
青谷町総合支所だより
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併処理浄化槽設置事業⑫統合小学校基本設計・実施

で検討されています。

いで、現在百四十カ所となっています。選挙ポスタ

われ、旧青谷町では十四あった投票区が七カ所へ、

これらの投票区数やポスター掲示場数の見直しが行

ー掲示場は新市域全体で八百六十九カ所あります。

「小中体連大会派遣費補助金」の制度改正につい

◎新たな制度の具体案について
てです。学校教育課所管の市内（東部）の大会につ

設計⑬青谷町グラウンド管理棟のトイレ水洗化⑭水
は、各年度の予算編成や緊急度等により、事業実施

道送配水管整備等が計画されています。この計画
いて、鳥取駅から ㎞以上の距離にある学校につい

し、十八年度に建設地の決定、十九年度に基本設

校、中郷小学校、青谷中学校付近）に絞って選定

建設候補地を四カ所（青谷小学校、日置谷小学

◎統合小学校について

見直しが行われます。

行う制度に移行するものです。

派遣費補助を行い、そこから参加校に対する補助を

ついては、予算の範囲内で小体連、中体連に対する

に移行するものです。また、体育課所管の県大会に

む）を支給し、学校ごとにバス等の手配を行う制度

ては、各種公式大会派遣バス借上料（文化大会含

後七時までとなります。

ては遠くなるため、投票時間を一時間繰り上げ、午

す。開票所は旧市内に一カ所となり、旧町村にとっ

新市域の均衡を総合的に調整し決定されたもので

の距離、集落の状況、合併前にあった地区数など、

れ削減されることとなりました。これは投票所まで

ポスター掲示場は八十一カ所から五十カ所へそれぞ

の繰上げ、先送り、新規事業の組み込みなど、毎年

計、二十年度に実施設計という計画です。平成十九

◎鳥取市定員適正化計画について

する職員の定員適正化計画を策定するものです。

め、平成十八年度から二十二年度までを計画期間と

簡素で効率的、効果的な行財政運営を実施するた

◎平成十八年度当初予算について
るために実施する「地域振興特定予算」など、総合

旧町村が合併後も継続して地域の特性を発展させ

年四月からは「部分統合」により、日置谷小学校に
日置小学校が、青谷小学校に勝部・中郷小学校が加
わる予定です。

通学輸送方法については教育委員会で検討中です。 計画（実施計画）に掲げた事務事業などについて、

地域審議会の議事概要については、鳥取市のホー

ムページ「各種審議会等議事録」に掲載しています。

査定が行われました。
◎ 投・開票区及びポスター掲示場等の見直しについて

◎総合支所空きスペースの利活用について
合併によって空き部屋となった部屋を、市民に開

んぼの会との、交流事業

毎月定例会ではさくら

ー」の力強い応援での、

「子育て支援センタ

●青谷地区子育てサークル

くわしくは、青谷町総合支所地域振興課 八五

子育てには「食事」も

問合わせ先

問合わせ先

●勝部地区子育てサークル

〇〇一一へおたずねください。

大切です。食育講座で

キューピット出前講座。

今回は、歌とおはなしで

No.017

を３回行いました。（遠

す。

「野いちごの会」

は、野菜を食べやすくし

2月定例会

足・運動会・クリスマス

「ぶるーべりー」

会）

3月定例会

たメニューを作りまし
た。

12月定例会

たものや、食感を生かし

「さくらんぼの会」

－

８７－０３４０

勝部地区公民館

３７－７４２０

青谷地区公民館

８５－０２１９
中郷地区公民館

３月号
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公職選挙における鳥取市の投票区数は合併前の鳥

●中郷地区育児サークル

放し利用していただこうというものですが、現在、

子育てサークルは、保育園に上がるまでの未就園
児を対象とした親子で集える会です。
青谷地域では、中郷地区公民館を拠点として「さ
くらんぼの会」、青谷地区公民館を拠点として「ぶ
るーべりー」と、一時休止となっていた勝部地区公
民館を拠点とした「野いちごの会」が再開し、活動
しています。地域の子どもたちとその保護者との輪
が広がっています。
各サークルでは月一回の定例会をおこなっていま
す。まだ、参加されたことのない方、一緒に楽しい
時間を過してみてはいかがでしょうか。

取市四十九カ所、町村九十一カ所をそのまま引き継

親子で集える場を…
みんなで子育てしよう

青谷上寺地遺跡拠点施設としての利活用策が県と市

てサークル 紹 介
育
子

問合わせ先

相

談

※会場はいずれも老人福祉センター

○下水道使用料の集金取扱いがなくなります

３月分（１6日～末日）
■心配ごと相談 午後１時～３時30分
ひ おき

よしあき

みや お

ゆ き こ

22日㈬ 相談員 日置 義紹さん 宮尾 由紀子さん
いし い

きぬがさ

ち あき

29日㈬ 相談員 石井 よしのさん 衣笠 千秋さん
※平成18年４月から心配ごと相談は毎月第３～５水曜日に行います。

４月分（１日～１５日）
■行 政 相 談 午後１時～３時30分
かめたに

各地区の納組加入の世帯は、集金取扱の方（又は
班長）を通してお支払い等をしていただいておりま
したが、平成１８年４月請求分から口座振替（済）通
知及び納入通知書は直接本人宛に送付されます。現
金でお支払いの場合は、青谷町総合支所出納窓口又
は各金融機関でお支払いください。

かつひこ

５日㈬ 相談員 亀谷 勝彦さん
■人 権 相 談 午後１時15分～３時45分
ふさやす

下水道についてのお知らせ

まさかつ

きぬがさ

○下水管が流れにくい・詰まったら
ち あき

12日㈬ 相談員 房安 正勝さん 衣笠 千秋さん
子育て支援センター“キューピット”

○下水道の接続

３月分（１6日～末日）
23日㈭ 茶話会

午前10時～

※３月16日までに申し込みください
４月分（１日～１５日）
５日㈬ 新年度スタート
11日㈫ はじめましての会

宅地内の下水道設備の維持補修は個人で行うもの
です。流れにくかったり詰まった時は、排水設備業
者又は気高町のキョウエイ（ ８２－０３５３）へ
ご相談くだい（有償）。

午前10時30分～11時

地域子育て支援センターって？…
０歳児から就学前の子どもたちと保護者の方々
と一緒に子育てについて考え、支援を行う
ところです。
（相談・情報提供・親子遊び
・子育て講座など）
これからお父さん、お母さんになる方
も参加できます。

青谷町内の本格的な下水道整備から１４年が経過し
ました。農集・漁集区域の整備は完了、青谷地区を
中心とした公共下水道事業もほぼ完了し、浄化槽整
備地区も現在整備中です。平成１７年末現在の町内の
水洗化人口は８４%となっています。“快適な生活と
住み良い環境づくり”のため、早期の接続をお願い
します。

３月㊗㊐の
ごみ収集について
■３月21日（火）春分の日
可燃ごみは収集します。

〈子育て相談〉毎週月～木 午後1時～3時
子育てで気になることはありませんか？気軽にご
相談ください。（自宅への出張相談も行います。気
軽にご利用ください）。
くわしくは、すくすく保育園 ８５－０４３０ま

問合わせ先 市民生活課

４月分（１日～１5日）

BCG予防接種

鳥取市青谷町地域人口
男：3,834人（△ 3） 世帯数

2,531世帯（△2）

女：4,142人（△ 3）
平成18年２月１日現在
（

）は前月比

８５－００１３

保健行事
行事名

でお問い合わせください。

合計：7,976人（△ 6）

それ以外は収集しません。

日時

場所

対象

13：15～ 青谷地区保 平成17年12月
１3：3０ 健センター 誕生児

ポリオ１回目
７日
（水） 14：00～ 青谷地区保 平成17年10・11月
ポリオ予防接種
ポリオ２回目
１4：15 健センター
平成17年6・7月
誕生児
6 ヵ 月 児 12 日 13：00～ 気高地区保健センター 平成17年９月
健 康 診 査 （水）
１3：3０ （ゆうゆう健康館けたか） 誕生児
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