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鳥 取 市
河原地域の
人口と世帯

男 3,189人（－1） 計 6,578人（－8）

女 3,389人（－7） 世帯数     2,484世帯（－5）
令和２年１２月１日現在　（　）は前月比
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河原町総合支所だより 　１月号  No.１９５１

　市民みなさんの地域振興への思いやアイデアを、地域のまちづくりに生かしていただける人を募集します。
　委員は、自治会・まちづくり協議会などの役員の職にある者、学識経験者、公募により選任された者の計１２人
以内で構成します。

11月25日（水）に開催された令和２年度第４回河原地域振興会議の主な意見を紹介します。
（仮称）鳥取風力発電事業計画について

計画段階配慮書について知事が意見を言っているが、地権者にしか説明がないようなので、地元でもしっかりと説明してほしい。
人命第一とし、決して被害が及ばないよう、「想定外」がないものでないといけない。地元としては、迷惑施設というよりも大切な
ものが壊されることへの拒絶反応と思っていただきたい。風力発電自体がダメというわけではないが、一般論ではなく、住民の生
活エリア・行動範囲などよく把握したうえで考えたならば、西郷地区は避けるべきと思っている。
昨年鳥取事業所を開設し、職員を３名配置していますが、すぐに住民の皆さまに対し説明をしていればと反省しています。今後の
調査をもとに影響を予測し、専門家・業者の意見を得ながら進めていきたいと思います。その前提として、地元の理解が不可欠で
あると考えています。
日本全国の中でなぜ鳥取市を選んだのか。
風況マップ等によると発電に適した風が吹いています（風速７ｍ前後）。また、消費地である市内に近いため、送電による電力ロス
が少ないです。
説明資料がわかりづらい。信ぴょう性がない。魅力ある事業であるがもっと踏み込んだ具体的な内容を書くべきだ。また、地域住
民との共存の理念など会社としての理念の説明が足りない。
もともと洋上での風車計画だと認識しているが、陸上で大丈夫なのか。ボタンの掛け違いでは成立しない。この計画では地元が潤
うような風車建設はあり得ない。地元住民が主役になっていない。
この計画の賛否により部落間や人と人との間でも誤解やいざこざが発生してきている。進め方をもっと丁寧にすべきである。

【委　員】

【風エネ】

【委　員】
【風エネ】

【委　員】

【委　員】

【委　員】

河原地域振興会議公募委員を募集します！

河原地域振興会議について

1

内　　容 本市の一体的発展に資する新市域の振興に関する事項について、市長の諮問に応じ審議および答申。また、新市域の
振興について、調査及び審議。

任　　期 令和3年4月1日から令和5年3月31日 報　　酬 7,000円／出席1回 会　　議 年8回程度

応募締切 令和3年1月25日（月）

応募方法 次の書類を河原町総合支所地域振興課へ持参するか、郵送、ファクシミリ、電子メールで送付
①申込書　「公募委員申込書」は支所ウェブサイトにて入手可
②作文　内容：「応募の動機」及び「河原地域の振興・活性化」について　字数：400字程度

選考方法 提出された応募書類に基づき、総合的に判断したうえで決定し、令和3年3月31日までに応募者に選考結果を通知する。

応募資格 河原地域に在住または勤務している、若しくはこれらに準じる20歳以上（令和3年4月1日現在）の人公募人数 3人程度

■応募・問合せ先　河原町総合支所地域振興課　　76－3111　　85－0672　　kw-chiiki@city.tottori.lg.jp

※本稿では、日本風力エネルギー(株)鳥取事業所を「風エネ」と略して表記しています。



河原町総合支所だより ２１月号  No.１９５

　令和２年１月１日～令和２年１２月３１日までの間の所得について、市県民税、所得税の申告相談及び申告書の受
付を下記の申告相談日程表のとおり行います。申告に必要なものをご準備・ご確認のうえご来場ください。この
申告は、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料、高額療養費自己負担限度額、保育料、児童手当
などの判定資料になります。
　申告に必要なものなど詳しくは「とっとり市報１月号」をご覧ください。

●農業・営業・不動産等の事業所得がある人は、あらかじめ収支内訳書等を作成してご持参ください。
●医療費控除を受ける人は、あらかじめ医療費明細書を作成してご持参ください。
　※集計ができている人から申告を受けさせていただきますので、ご理解ご協力をお願いします。
●誰の扶養にもなっておらず令和２年中に収入がない、または遺族年金・障がい者年金のみの人で、国民健康保険・後期高齢
者医療保険に加入している人は市県民税の申告が必要です。申告がない場合、保険料軽減の算定対象になりません。
●株式や不動産の譲渡所得、新規の住宅ローン控除、損失繰越、青色申告などの申告相談は総合支所では行っておりませ
ん。駅南庁舎（富安二丁目）をご利用ください。

お気軽に健康チェックしてみませんか？

予約受付等会　場期　間

２月１６日（火）～２月２６日（金）

事前予約開始日
１月１２日（火）
河原町総合支所　市民福祉課
　７６－３１１３

事前予約開始日
２月１日（月）
用瀬町総合支所　市民福祉課
　８７－３７８３

当日会場においでください

所得税確定申告、市県民税の申告相談のお知らせ

令和3年2月16日（火）～3月15日（月）

●新型コロナウイルス感染防止対策のため、河原・用瀬会場の申告相談は
　事前予約制とさせていただきます。

【令和２年分 申告相談日程表】 受付時間（午前の部 9：00～11：00、午後の部 13：00～15：00）

※いずれも（土）・（日）・（祝）を除きます

ご注意ください！！

　新型コロナウイルス感染防止対策のため、マスクを着用のうえご来場ください。会場受付での手指消毒、検温にご協力
をお願いします。

ご協力のお願い

河原町総合支所　３階大会議室
※事前予約制です
河原町の人を対象（用瀬町・佐治町の
人も受付できます。）

３月１日（月）～３月８日（月）

３月９日（火）～３月１５日（月）

用瀬町総合支所
※事前予約制です
用瀬町の人を対象（河原町・佐治町の
人も受付できます。）

プラザ佐治記念ホール
※事前予約不要です
佐治町の人を対象（河原町・用瀬町の
人も受付できます。）

問い合わせ先
市役所本庁舎　　市民税課　　　０８５７－２２－８１１１（市役所コールセンター）
河原町総合支所　市民福祉課　　０８５８－７６－３１１３
鳥取税務署　　　　　　　　　　０８５７－２２－２１４１

★血糖値測定★　※予約不要・無料！！
日　時　令和3年1月19日（火） 14時～15時30分
場　所　用瀬保健センター
内　容　簡易血糖値測定　保健師・管理栄養士などによる測定結果の説明
＊当日はマスクの着用、検温、手指消毒等感染症予防対策にご協力ください。また、体調不良時の参加はお控えください。
＊密集・密接を避けるため、待ち時間が長くなる場合があります。ご了承ください。
＊感染の状況によっては中止する場合があります。

河原町総合支所だより 　１月号  No.１９５３

1月のゆるゆる田舎塾
河原城か

わら版

1月の休館日 ２（土）～４（月）年始休、１２（火）、１８・２５（月）

【問い合わせ先】お城山展望台河原城  ㈱風土資産研究会
85－0046 85－1946

【問い合わせ先】
　道の駅清流茶屋かわはら 85－5331

1月10日は「110番の日」

開館時間　９：３０～１７：００

　110番は、みなさんが、事件・事故等に遭われたり、目撃した場合に警察官が一刻も早く現場に
駆けつけるための「緊急専用電話」です。
　警察に対する相談・要望等、緊急でないものは、警察総合相談電話（＃９１１０）または、各警
察署、交番、駐在所へ連絡して下さい。

　このシステムは、耳や言葉が不自由な人が、国内のどこからでもス
マートフォンやフィーチャーフォン（ガラケー）を用い、文字を打ち込
んだり、写真を撮って送ることができる通報システムです。 
※携帯サイトから「110番アプリ」をダウンロードして利用できます。

☆山根 教子さんの「辛いことが多いだけ、大きな希望が
　芽生える年に☆ 希望の丑年の樹脂粘土人形教室」
日時：1月16日（土）第一部：13：00～15：00 
　　　　　　　　 第二部：15：30～17：30
定員：各8名　　参加費：400円
内容：2021年丑年にちなんだ干支飾りを作ってみませ
んか？新年は、古きことに悩みながらも終わりを告げ、
新しき芽生えを見いだす年になりそうだとか。希望あふ
れる年になることを願って、愛嬌たっぷりの笑顔の牛を
作りましょう。

☆花井 健太さんの「和かふぇ❀ニッポンの心 ～冬～ 
　掻き落としで絵付け体験を楽しむ陶芸教室」
日時：1月17日（日）13：00～15：00
定員：8名　　参加費：1,500円
内容：今回は掻き落としの技法を使ってお皿の絵付けを
楽しんでいただきます。絵柄をお好みで考えていただ
き、爪楊枝や竹串などを使って絵柄を彫っていきます。

☆豆まきで八十神退治を！
日時：1月31日（日）　壱部 11：00～　弐部 14：00～
定員：各先着100名様程度（無くなり次第終了）
内容：今年はコロナ感染拡大防止のため、元気になれる
♪楽しい豆まきショーはありませんが、今年大人気のあ
のキャラクターたちに扮した、赤鬼や青鬼、大国主命や
八上姫、白兎神たちから「開運　八上豆」などの嬉しいプ
レゼントを受け取って、お家で楽しく豆まきをして、招
福祈願をしましょう。初の本気コスプレで、皆様を楽し
くおもてなしします！今話題の炭治郎の市松柄の「うま
い！」豆腐ちくわの試食もできます。
※内容等、変更になる場合もありますので詳細は事務局

までお問い合わせください。

「元旦初日の出は河原城で!!」

と　き：令和３年1月1日（祝・金）午前6：40～正午

　恒例の初日の出イベント。天守閣から御来光を拝み、
一年の健康と幸福を祈願！ご家族やお友達と一緒に是
非お越しください。
※先着100名様に甘酒を無料配布します。

「節分・豆まき行事」

と　き：１月３１日（日）11:00～12:00頃
ところ：河原城イベント広場特設ステージ

　年男・福娘（河原第一小学校５年生児童）のみなさ
んの豆まきと福を呼ぶ麒麟獅子舞で一年の無病息
災と新型コロナ退散を祈願します。

★福々その１★ 鬼退治ゲームに参加して
　　　　　　　「鬼滅の刃」グッズをもらおう！！
★福々その２★ 先着100名様に豚汁の無料配布。

体験観光「有機栽培冬だいこんの収穫と大根餅作り」

と　き：１月２４日（日）9:30～12:00頃 
ところ：河原町弓河内（集合：河原町総合体育館駐車場）
定　員：５名程度 ※要予約　　　参加費：1,300円
持ち物：長靴、ゴム手袋、雨具等

　今が旬の冬大根を収穫し、大根餅とレンジで手早
く出来る時短料理に挑戦します。大根の他にも美味
しいお土産付きです。

聴覚・言語障がいのある方専用緊急通報システム

携帯メールで110番通報

ファックスで110番通報

110番アプリシステム

tottori110pipopa@view.ocn.ne.jp

フリーダイヤル ０１２０-８５７-１１０

【空手道少年部の寒稽古とお雑煮の振る舞い】
～中止のお知らせ～

　例年元旦に開催している河原町空手道少年部による寒稽古と
お雑煮の振る舞いは、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、やむなく中止させていただく
ことといたしました。

特別展示「吉祥・水墨画展」

と　き：令和３年1月1日（祝・金）～２月２１日(日)

　毎年恒例の影井彩光先生と生徒さんの作品展で
す。今年の干支・丑年にちなんだ色紙集コーナーや、
正月のほっこりする縁起物などを描いた作品を展示
します。ご家族そろってご覧ください。

さいこう

※いずれのイベントも、新型コロナ感染拡大の状況に
よっては中止・延期または内容変更等になる場合があ
りますので、あらかじめご了承ください。
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持ち物：長靴、ゴム手袋、雨具等

　今が旬の冬大根を収穫し、大根餅とレンジで手早
く出来る時短料理に挑戦します。大根の他にも美味
しいお土産付きです。

聴覚・言語障がいのある方専用緊急通報システム

携帯メールで110番通報

ファックスで110番通報

110番アプリシステム

tottori110pipopa@view.ocn.ne.jp

フリーダイヤル ０１２０-８５７-１１０

【空手道少年部の寒稽古とお雑煮の振る舞い】
～中止のお知らせ～

　例年元旦に開催している河原町空手道少年部による寒稽古と
お雑煮の振る舞いは、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、やむなく中止させていただく
ことといたしました。

特別展示「吉祥・水墨画展」

と　き：令和３年1月1日（祝・金）～２月２１日(日)

　毎年恒例の影井彩光先生と生徒さんの作品展で
す。今年の干支・丑年にちなんだ色紙集コーナーや、
正月のほっこりする縁起物などを描いた作品を展示
します。ご家族そろってご覧ください。

さいこう

※いずれのイベントも、新型コロナ感染拡大の状況に
よっては中止・延期または内容変更等になる場合があ
りますので、あらかじめご了承ください。
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今月の相談日
　【問い合わせ先】
　心配ごと：社会福祉協議会　 76－3125
　人　　権：市民福祉課　　　 76－3113
　行　　政：地域振興課　　　 76－3111

と　き ところ 相談員

心配ごと相談 1月8日（金）
午後1時30分～3時30分

老人福祉センター 民生児童委員

老人福祉センター 人権擁護委員人 権 相 談 1月8日（金）
午後1時30分～3時30分

行 政 相 談 1月15日（金）
午後1時30分～3時30分

老人福祉センター 行政相談委員

※鳥取市保健所（駅南庁舎）又は他の支所での乳幼児健診を希望される場合は、事前に市民福祉課までご連絡ください。
　市民福祉課：　  ７６－３１１３

月 日（曜日） 行事名 時　間 対　象 場　所

8（金） 南地域デイケア 午後1時30分（集合） 用瀬保健センター

4（月） 定期健康相談 午前9時30分～10時30分 血圧測定　尿検査等希望者 河原町老人福祉センター

ウォーキングに関心のある方12（火） てくてく歩こう会 午前9時30分（集合） 河原町コミュニティセンター

19（火） 元気アップ運動教室 午後1時30分～3時30分 用瀬保健センター

健診で血糖値が高いと言われた方25（月） がんばろう会 午前9時30分（集合） 河原町老人福祉センター

Ｈ29.10～12月生まれ20（水） 3歳児健診 午後1時～1時30分（受付） 用瀬保健センター

Ｈ30.12～H31.2月生まれ26（火） 2歳児歯科健診・
フッ素塗布 午後1時～1時15分（受付） 用瀬保健センター

6健：R2.5月～6月生まれ
1.6健：R1.5月～6月生まれ6（水） 6か月児健診

1歳6か月健診

＜受付＞
6健：午後1時00分～1時20分
1.6健：午後1時30分～1時50分

用瀬保健センター

1

　あけましておめでとうございます。今年もよろしく
お願いいたします。
　新しい1年がお子さま、保護者の皆さまにとって笑
顔がたくさんの年になりますよう、心から祈っており
ます。

●２１日（木）10：００～
　おうちの人と一緒にトンネルやトランポリ
ン、玉入れなどをしてたくさん体を動かしま
しょう。

体を動かしてあそぼう

●１４日（木）10：００～
　1月生まれのお友だちをみんなでお祝いしま
しょう。
　お誕生日カードをプレゼントします。

１月のお誕生会

河原あゆっこ園子育て支援センター「ほのぼの広場」
　場所：鳥取市河原町長瀬４８－１（河原あゆっこ園内）
　　 　　（０８５８）－８５－２７５０
　開園日：毎週月曜日～金曜日　
　開園時間：９：３０～１５：３０
子育て相談（電話・面接）
　毎週月曜日～金曜日１０：００～１５：３０
　＊祝日はお休みです。

1月の税金 〈納期限 2月1日（月）〉

市県民税　　　　　　　　　　　　　第4期分
国民健康保険料　　　　　　　　　　第8期分
介護保険料（普通徴収）　　　　　　第7期分
後期高齢者医療保険料（普通徴収）　第7期分

●大型ごみは戸別有料収集です。因幡環境整備（ 87-6668）に依頼してく
ださい｡

●古紙類は希望された集落のみ回収します。

日 月 火 水 木 金 土

可 燃 ご み ビ ン ・ 缶
白 ト レ ー

年始休 年始休

年始休 可 燃 ご み 小 型 破 砕

可 燃 ご み
ＰＥＴボトル

プラスチック

可 燃 ご み ビ ン・ 缶
白 ト レ ー

白 ト レ ー

白 ト レ ー

成人の日

可 燃 ご み 小 型 破 砕

小 型 破 砕
ＰＥＴボトル

プラスチック

プラスチック

古紙(河・国)

古紙(八･西･散)

プラスチック

可 燃 ご み

可 燃 ご み

ビ ン・ 缶

ビ ン・ 缶可 燃 ご み

2

7 8

1

9

10 11 12 13

3 4 5 6

14 15 16

17 18 19 20 21

26 27 28

22 23

29 3024

31

25

1月　ごみ収集カレンダー

※行事は変更になる場合があります。
【ほのぼの広場のコロナウイルス感染予防】
◎来園時の検温・手洗い・手指消毒・マスクの着用をお

願いしています。
◎こまめな換気を行っています。
◎使った玩具の消毒を午前・午後に行っています。
◎ドアノブ・水道・床・手で触るところの消毒を午前・

午後に行っています。
安心して遊びに来てくださいね！！


