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鳥 取 市
河原地域の
人口と世帯

男 3,174人（±0） 計 6,548人（＋2）

女 3,374人（＋2） 世帯数     2,483世帯（＋2）
令和３年３月１日現在　（　）は前月比
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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
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、例年実施している集合注射は中止とさせていただきます。
集合注射を予定されていた飼い主の皆さまには大変申し訳ございませんが、市内指定動物病院（下記表）におい
て、狂犬病予防注射の接種を受けてください。
　犬の登録や狂犬病予防注射済票の交付など集合注射と同じ事務手続きが可能です。

【注意事項】
●動物病院に電話等で予防注射の事前予約を行ってください。
●注射を受ける際は、市が発行した案内通知をご持参ください。
●狂犬病予防注射は１２月末(期間延長)までに必ず行ってください。

【料　　金】
【新規】6,100円　登録料：3,000円＋予防注射料：2,550円＋手数料：550円
【継続】3,100円　予防注射料：2,550円＋手数料：550円
※初診料等が別途必要となる場合がありますので、事前予約の際に料金をご確認ください。

※転居・飼い主の変更などにより案内通知が届いていない方は、案内通知を再発行しますのでご連絡ください。

＜市内指定動物病院＞

電話番号
（0857）住所動物病院

アルファ動物病院

加藤どうぶつ病院

くのペットクリニック

くぼた動物病院

ダクタリ動物病院

たなか動物病院

湖山町東１丁目117-13

秋里1168

南隈464

湖山町東4丁目31-2

大覚寺133-125

吉方町2丁目264

38-3308

38-2882

32-2828

32-7600

26-1008

23-0264

電話番号
（0857）住所動物病院

たぶち動物病院

とくおか動物病院

にしむら動物病院

のび動物病院

増田イヌ・ネコ病院

もり動物クリニック

桜谷638

的場3丁目87-3

丸山町259－2

桜谷270

田島731

吉成779-17

26-2753

53-7287

21-0115

22-1270

27-4488

53-5323

■連絡先（飼い犬の死亡・住所変更・狂犬病予防接種など）
　鳥取市保健所生活安全課(駅南庁舎1階)　　（0857）30-8551
　河原町総合支所　市民福祉課　　（0858）76-3113
　〇電子申請サービスで、飼い犬登録の軽微な変更手続き（市内での転居や飼い主の変更）や死亡手続
　　きが行えます。本市公式ホームページをご利用ください。
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　２月２５日（木）、八上地区公民館で寄せ植え・挿し木教室が開催されました。この日は天気
も良く、外での作業を楽しみました。「仕上がり・生長・色のバランスを考えながら植えましょ
う。」「根がぐらつかないようにしっかりと土を入れ、水をあげましょう。」と講師の先生に教
わり、かわいらしい寄せ植えができました。

　行政相談委員は、本年４月１日付けで
委嘱替えが行われました。本町では、引
き続き、露木節子さん（湯谷）が委嘱され
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。
　毎月開催されている行政相談所の日程は、総合支所だ
よりなどでお知らせしています。

　２月１９日（金）に開催された令和２年度第６回河原地域振興会議の主な意見を紹介します。
（1）超高速情報通信基盤整備事業について

河原町の神馬地域以外においては、現在、ぴょん
ぴょんネットでインターネット契約をしている
人が、光サービスを受けるためには、インター
ネット業者を乗り換える必要があるのか。
現状では、そうです。
河原の地域の中で、光サービスの料金が異なって
くることとなるので、市の方で、光サービスの料
金の体系をNTTも含めてトータル的に考えてほ
しい。
住民に周知する必要があるのではないか。また、
そうなるといなばぴょんぴょんネットからNTT
の方へ、インターネット接続契約を切り替える人
が多く出てきて、いなばぴょんぴょんネットの経
営面でも問題が出てくるのではないか。
サブセンターとヘッドエンドのところの電柱が
倒れるとかがあり得ると思うが、その時に断線し
ない対策は。
ある程度は、二重のルートとなっています。

（委　員）

（事務局）
（委　員）

（委　員）

（委　員）

（事務局）

（2）新市域振興ビジョンの一部改訂について
あゆのまち「かわはら」だが、全然獲れない。
改善がなされていないように思う。
原因究明が難しいです。魚道・河川工事の関係
などの物理的なものだけではなさそうです。
放流自体は減っていないと思います。
原因究明のため、ワーキンググループを作るべ
き。モクズガニも取れない。国交省と連携を取
るとともに、学識経験者や漁協を入れた仕組み
づくりが必要だ。
予算の問題か。市も予算をつけるべき。
河川管理者自体も防災の方に重点を置いてきて
います。
河床が上がってきたのも要因ではないか。
鮎の復活ロードマップの作成が必要だ。
この場で、国交省や漁協に一度、鮎についても
考え方を聞かせてもらいたい。
ここで言うだけではだめなので、住民・大学を
巻き込んだ科学的根拠に基づく取組みがなされ
ることを期待したい。
また、市全体で取りまとめた案について意見を
頂きたいと思います。

（委　員）

（事務局）

（事務局）
（委　員）

（委　員）
（事務局）

（委　員）
（委　員）
（委　員）

（委　員）

（事務局）

春の寄せ植え

河原地域振興会議について

【問い合わせ先】
総務省鳥取行政監視行政相談センター

(0857)24-5541

鳥取市公式ホームページでも内容を公開しています。

行政に関する相談や要望を受け付けます
行政相談委員

令和3年度広報モニターを募集します

【鳥取市湯谷荘の休館日の変更について】

【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
　 0857-30-8008　　 0857-20-3040

鳥取市湯谷荘の休館日を下記のとおり変更します。　
・休　館　日　「金曜日」から「月曜日」へ変更
・変更開始日　令和３年４月１日
【問い合わせ先】市役所本庁舎長寿社会課 管理係　　（0857）30-8211

（この事業は、ケーブルテレビ会社（いなばぴょんぴょん
ネット）のインターネット回線を光化（高速化）する事業とな
ります。このたびの事業では、河原町内では、ＮＴＴの光回
線が未整備となっている神馬地区だけが対象となります。）
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4月のゆるゆる田舎塾
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河原城かわら版

4月の休館日 5・12・19・26日（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

開館時間　９：３０～１８：００

　交通ルールの遵守と交通マナーの実践を呼び掛け、交通事故防止の徹底を図りましょう。

日時：4月17日（土）　10：00開場～15：00終了予定
定員：50名　　参加費：1,000円
内容：各種ガイドや山頂での山ライブと山カフェ、
下山後の特産品のもらえる抽選会などでご参加の
皆様をおもてなしします。
今年の山ライブは、山頂の東屋付近を会場に、鳥取
でピアノの作曲演奏をされているSINさんによる
素敵なミニライブをお届けします。

☆関 みどりさんの
　「カーネーションで彩るガラス小物入れ教室」
日時：4月4日（日）　＜第一部＞10：00～11：00
　　　　　　　　 ＜第二部＞11：00～12：00
定員：各部8名　参加費：500円
内容：重厚感のあるガラス容器に華やかなカー
ネーションをグラスアートします。小物入れに、ペ
ン立てに、花瓶にと色々な用途に使えて便利です。
小学校1年生のお子様から体験できる内容になっ
ています。

☆西尾 正道さんの
　「絞り染めで楽しむ染色体験教室」
日時：4月4日（日）　＜第一部＞13：00～15：00
　　　　　　　　 ＜第二部＞15：00～17：00
定員：各部8名　参加費：700円
内容：布を屛風畳みにし、板の間に布をはさみ締め
て染色したり、糸でくくって染色したりする「絞り
染め」という技法を使った染色を体験してみませ
んか？
今回は、特殊な藍色の染料でテーブルセンターの
染色を楽しみます。

日本赤十字チャリティーイベント
「河原城 春の茶会」（10：00～15：00）

と き：5月3日(月・祝) 裏千家東交会
　　　　4日(火・祝) 鳥取大学茶道部、
　　　　　　　　　鳥取環境大学無国籍 茶道

　阪神・淡路大震災の支援をきっかけに始まっ
た募金活動で町民とともにボランティア精神の
普及・育成など社会貢献することを目的として
います。募金は各被災地にお役立て頂きたいと
思います。また、今年は東日本大震災から10年
目、風化させることなく今一度考える機会にな
ればと思います。

同時開催「防災フェア」
　　　　「全国ご当地アイスフェアー」

霊石山・山菜採りトレッキング
＆アウトドア教室（初心者編）

と　き：4月18日(日)9：00～13:30　
ところ：県林業試験場駐車場
定　員：10人（要予約）　参加費：1,800円　
持ち物：動きやすい服装・靴、軍手、飲み物、雨具等

　植物観察や山菜採りを楽しみ、専門講師のア
ウトドア講座で火おこしなどの実践を体験しま
す。またアウトドアに欠かせないキャンプ飯（今
回は山菜料理・ＢＢＱなど～※内容が変わる場
合もあります）でランチにします。

特別展示
「古地図と日本の風景写真展」

と　き：開催中～4月18日(日)

　江戸時代から昭和までの鳥取の古地図や、富
士山と桜など日本の風景写真を展示します。お
城でプチ・タイムスリップ体験はいかがですか？

【期　　間】
　○運動期間　令和３年４月６日（火）から15日（木）までの10日間
　○交通事故死ゼロを目指す日　４月10日（土）
【運動重点】
　○子どもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保
　○自転車の安全利用の推進（特に乗車時のヘルメット着用推進）
　○歩行者等の保護を始めとする安全運転意識の向上
　○全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

春の全国交通安全運動の実施

※コロナの感染状況により内容等変更に
　なる場合があります。
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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 4月2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 4月9日（金）
午後1時30分～3時30分

行 政 相 談 4月16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

2（金） 鳥取南地域デイケア 午後1時30分（集合） 用瀬保健センター

5（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

12（月） てくてく歩こう会 午前9時20分（集合） 河原町コミュニティセンター

血糖値が高い方26（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

Ｈ30.1月～3月生まれ14（水） ３歳児健康診査 午後1時～1時30分（受付） 用瀬保健センター

Ｈ31.3月～4月・R1.5月生まれ27（火） 2歳児歯科健診 午後1時～1時15分（受付） 用瀬保健センター

4

●6日（火）９：４５～（1部） １１：００～（2部）
　保健師が育児相談やお子さんの発育測定をします。
母子手帳を持参ください。

保健師による育児相談と発育測定

●26日（月）～30日（金）１０：００～
　もうすぐこどもの日♪お子さんの健やかな成長を
願い、こいのぼりを作りましょう。

こいのぼり作り（1週間いつでも作れます。）

　４月生まれのお友だちを遊びに来られた時、いつで
もお祝いします。　
　お誕生日カードをプレゼントします。

4月誕生会

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。

4月の税金はありません。
納税・納入には便利な口座振替をご利用ください。

●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

可燃ごみ

ビン・缶
白トレー

小型破砕

小型破砕
乾電池・蛍光管

ＰＥＴボトル

ＰＥＴボトル

可燃ごみ

ビン・缶
白トレー

白トレー

白トレー

白トレー

可燃ごみ

可燃ごみ

小型破砕 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

ビン・缶

ビン・缶可燃ごみ

3

8 9

2

10

11 12 13 14

可燃ごみ プラスチック 可燃ごみ
26 27 28

4 5 6 7

1

15 16 17

18 19 20 21 22 23

昭和の日 ビン・缶
29 30

24

25

4月　ごみ収集カレンダー

【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。

予約制でのご利用をお願いしています。予約状況・行
事予定などはお電話でお問い合わせください。     
※行事は変更になる場合があります。
※こまめに換気を行うので、調節しやすい服装でお越
しください。
※体調の悪い方のご利用はお控えください。

　ぽかぽか陽気と共に新年度がスタートしました。河原あゆ
っこ園子育て支援センター「ほのぼの広場」は、お子さんと
一緒に楽しく遊んだり来園された方同士で交流したりする場
所です。
　また、子育てに関する相談や情報提供、季節の行事などを
行っています。そして、子育ての喜びや悩みを分かち合える
よう子育ての応援をしています。是非、気軽にお出かけくだ
さい。


