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鳥 取 市
気高地域の
人口と世帯

男 4,058人（－２） 計 8,426人（－５）

女 4,368人（－５） 世帯数 3,326世帯（－６）
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支所・主な施設への直通電話

除雪作業へのご協力をお願いします！

地域振興課　 82-0011
産業建設課　 82-3154

気高図書館　 37-6036
気高人権福祉センター 82-3363
浜村保育園　 82-0101

鳥取西地域
工事事務所 82-3155

市民福祉課　 82-3170
教育委員会事務局
気高町分室 82-3158
鳥取市西部地域
包括支援センター 30-7780
気高児童館　 82-2632
気 高 町 コ ミ ュ
ニティセンター 82-1411
ひかり保育園 82-0508

※夜間・休日に支所にご用のある方は 82-0011へ

82-0011【問い合わせ先】地域振興課

82-3154【問い合わせ先】産業建設課

小さな拠点づくりに向けて  浜村地区活性化委員会小さな拠点づくりに向けて  浜村地区活性化委員会
　住み続けられる地域社会を目指し住民自ら考えて実践していく基礎となる基
本計画を作成するため浜村地区活性化委員会が組織され、まちづくりに積極的に
活動している団体からの推薦者や個人、鳥取大学生が月に１回のペースで開催し
ています。これまでワークショップ形式で、空き家の活用、温泉街の活性化、交通
の利便性、伝統文化の継承等の課題について意見交換しました。11月26日(木)に
は、３回目の委員会を開催し、防災の強化や農業・商業・漁業の活性化の課題を中
心に協議しました。今年度中の計画策定に向け、住民、各団体、行政がそれぞれの
役割を確認しながら、未来の浜村地区について、熱く語り合っています。

◎路上駐車をしない
　除雪車や救急車、消防車など、緊急自動車の通行の妨
げになりますので、一般道、バス停、車の廻し場、消火
栓、防火用水槽などの周囲に、路上駐車は絶対にしない
でください。
◎道路に雪を出さない
　家の周りや道路脇に残った雪を道路に出すと、交通
障害や夜間の路面凍結など、交通事故の原因になるこ
とがあります。雪を道路に出さないでください。
◎融雪に水道水を使用しない
　雪を溶かすために水道水を大量に使用すると、ほか
の家庭の水圧低下や、火災時の水圧・水量不足になりま
すので使用しないでください。
◎玄関前の雪処理は各家庭で
　除雪車が通った後、押し寄せられた雪が残りますが
出入り口の除雪処理は各家庭のみなさんで必要に応じ
て行ってください。

◎障害物は除雪前に撤去を
　車庫の前や車道のふちに置いてある鉄板などは、除
雪車の破損や融雪作業の妨げになるので、取り除いて
ください。
◎深夜、早朝の除雪作業にご理解を
　除雪作業は、深夜から早朝に行うため、除雪車のエン
ジン音や振動でご迷惑をおかけすることがあります
が、ご協力をお願いします。
◎除雪車には近づかない
　除雪作業中のオペレーターおよびナビゲーターは、
安全確保を第一に作業を行います。作業中は一般車両
より遅く、ご迷惑をおかけしますが、無理な追い越しな
どを絶対にしないでください。また除雪中は大変危険
ですので、除雪車に近づかないでください。
◎その他
　水道のメーターボックスが雪の中に埋まってしまう
ことがありますので、除雪の協力をお願いします。
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気高町総合支所だより ２１月号  No.１９５

※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をご覧ください。

令和2年度
気高地域振興会議

視察研修

第5回　11月17日（火）

　住み続けられる地域社会を目指
し、住民主体の団体を結成し、小さな
拠点事業に取り組んでいる「NPOさ
じ未来」の取り組みを学んだ。
【さ】説明概要：過疎と少子高齢化が

進行し、生活に必要なサービス
や機能を維持していくことが困
難になる。暮らしを守り地域コ
ミュニティを維持して持続可能
な地域づくりを目指すために
は、住民全体で新しい地域運営
の仕組みづくりに取り組む必要
がある。

平成２８年度から小さな拠点事
業に取り組んでおり、令和2年度
で市の補助金が終了する。

　　令和3年度からは、佐治町コミュ
ニティセンターの指定管理を受
けるなどして財源を確保し、事
業を発展的に拡げていく予定。

【委】単独で運営するとなると財源は
どのように確保するのか。

【さ】事業については、利用料や参加
料をいただくため財政負担はな
い。令和3年度以降は市施設の指
定管理を受ける予定であり、佐
治町コミュニティセンターの施
設管理料、地区公民館運営の人
件費も指定管理費含まれてい
る。地区公民館職員４名で運営
をしていく。

【委】地区公民館職員の業務が増える
ということか。

【さ】業務は増える。

【委】生涯学習を推進すべき、地区公
民館活動の縮小にならないか。

【さ】地区公民館の職員は本来の業務
を行った上で、さじ未来の事業
にも係わって頂く。

【委】組織の中で若い方は活躍されて
いるか。

【さ】現状は、６０代・７０代が中心で
元気な高齢者が地域を支えてい
る。今のままだと、いつかは、活
動できなるので考えて行く必要
がある。

　　移住定住で人口増やすことは、
現実として難しい。少なくとも、
今住んでいる方が、これからも
住んでいただける地域をつくる
ことが必要。

【委】委員　
【さ】さじ未来

トレーニング機器のリニューアルが完了しました！

【問い合わせ先】 ゆうゆう健康館けたか 82-3611

　12月に、ゆうゆう健康館けたかの「トレーニング機器」がリニューアルし
ました。ランニングマシーンを始め、エアロバイクや筋トレ機器類が充実し
ています。
　また、年間通して水温３０℃が保たれている温泉水プールもありますの
で、ゆうゆう健康館けたかを利用して、明るく！楽しく！元気よく！健康増
進にチャレンジしてみてはいかがでしょうか？
　そのほか、水泳教室やヨガ、リズム教室なども開催していますので、お気
軽にお問い合わせ下さい。

気高地域振興会議公募委員募集！

内　　容 本市の一体的発展を目指す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して
いただくほか、新市域の振興について、調査及び審議していただきます。

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 会議の開催 年８回程度

応募締切 令和３年１月２５日（月）

応募方法
「公募委員申込書」に必要事項を記載の上、「応募の動機及び持続可能な地域社会」について、４００字程
度の作文を添えて、持参・郵送・ファクシミリ・電子メールのいずれかにより気高町総合支所地域振興課
へ申し込んでください。（「公募委員申込書」は支所地域振興課及び支所ウェブサイトにて入手可）

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 気高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）

公募人数 ４人程度

■応募・問い合わせ先　気高町総合支所地域振興課　　0857-82-0011　  0857-82-1067
　　　　　　　　　 　ウェブサイト https://www.city.tottori.lg.jp/　　kt-chiiki@city.tottori.lg.jp

気高町総合支所だより 　１月号  No.１９５３

1月 【問い合わせ先】市民福祉課 ８２－３１７０

事業内容実施日 時間 実施場所

気高保健センター

発育測定・子育て相談
※母子健康手帳をご持参ください。

8日(金)
10：00～

絵本の読み聞かせ
つくしんぼの会の方によるお話や手遊びを一緒に楽しもう。

12日(火)
10：15～

お誕生会
1月生まれのお友だちを一緒にお祝いしよう。

19日(火)
11：00～

お正月のおもちゃを作ろう
お正月のおもちゃを作ってあそぼう。5日(火)～

1月の行事

子育て支援センター

気高人権福祉センターの行事予定
と　き 行事名（場所）

82【問い合わせ先】気高人権福祉センター　 3363

1月

8日(金)
13：30 こころ・カラダ・健康体操〔高齢者講座〕

健康交流教室①
13日(水)
13：30

認知症予防講座
14日(木)
10：00

健康交流教室③
27日(水)
13：30

健康交流教室②
20日(水)
13：30

問い合わせ先
子育て支援センター（浜村保育園内） 8 2 - 0 1 2 0

【開園時間】 毎週月～金曜日9：30～15：00（9：00～16：00子育て相談）
　お気軽にご利用ください。

9日 (土)
10日 (日) 時 10：00～18：00 わくわく福ＢＯＯＫ 対 一人1セット（貸出上限20冊にプラスして貸出）

10日（日） 時 14：30～15：00 おはなしの時間 対 3歳以上の子ども

15日（金） 時 10：30～11：30 だっこのおはなし会＆子育て聞いちゃおコーナー 対 0・1・2歳の幼児と保護者、プレママ

図書館  information 開館時間　１０：００～１８：００ ３７－６０３６1月の予定

【1月の休館日】1～3日・5日・12日・19日・25日～29日※場所はいずれも気高図書館で、参加無料です。

日（木）7 10：00～11：30 精神障がい者デイケア「キラリ☆えがおの会」

10：00～11：30 糖尿病予防で健康づくり友の会
日（火）12

13：30～15：30 精神障がい者家族会「汐さいの会」

日（水）13 個別通知をご確認ください ３歳児健診　　平成29年11・12月生対

日（水）20 受付13：00～13：15 2歳児歯科健診　　平成30年11・12月生※対

日（水）27 受付13：15～13：30 離乳食教室　　令和2年6～9月生対

24日（日） 時 14：30～15：00 おはなしの時間 対 3歳以上の子ども

※場所はいずれも気高人権福祉センターです。
※詳細は、センターだよりをご覧ください。

11日（月） 時 10：00～11：10 楽しいマリオネット人形劇 対 どなたでも（8名）

※平成30年7～10月生の方で受診されていない方も受診していただけます。

気高図書館×道の駅「西いなば気楽里」コラボ企画　本のリサイクル市気高図書館×道の駅「西いなば気楽里」コラボ企画　本のリサイクル市

蔵書点検による休館のお知らせ

1月25日（月）～29日（金）は、蔵書点検のため休館いたします。
※休館中の本の返却は、ブックポストをご利用ください。CD・DVD、紙芝居、大型本、相互貸借の本は開館日にカウン

ターでお返しください。
※気高図書館以外の市立図書館・図書室は開館しています。

　図書館で不要になった本や、雑誌を無料でお持ち帰りいただけます。
※新型コロナウイルス感染予防のため、事前の検温による健康確認のうえ、

マスクの着用、定期的な手洗い、三密の回避など感染防止にご協力をお願
いいたします。発熱症状がある場合の参加はご遠慮ください。

1月16日(土)10：00～15：00
道の駅「西いなば気楽里」

体験加工・地域交流室にて開催！



気高町総合支所だより 　１月号  No.１９５３

1月 【問い合わせ先】市民福祉課 ８２－３１７０

事業内容実施日 時間 実施場所

気高保健センター

発育測定・子育て相談
※母子健康手帳をご持参ください。

8日(金)
10：00～

絵本の読み聞かせ
つくしんぼの会の方によるお話や手遊びを一緒に楽しもう。

12日(火)
10：15～

お誕生会
1月生まれのお友だちを一緒にお祝いしよう。

19日(火)
11：00～

お正月のおもちゃを作ろう
お正月のおもちゃを作ってあそぼう。5日(火)～

1月の行事

子育て支援センター

気高人権福祉センターの行事予定
と　き 行事名（場所）

82【問い合わせ先】気高人権福祉センター　 3363

1月

8日(金)
13：30 こころ・カラダ・健康体操〔高齢者講座〕

健康交流教室①
13日(水)
13：30

認知症予防講座
14日(木)
10：00

健康交流教室③
27日(水)
13：30

健康交流教室②
20日(水)
13：30

問い合わせ先
子育て支援センター（浜村保育園内） 8 2 - 0 1 2 0

【開園時間】 毎週月～金曜日9：30～15：00（9：00～16：00子育て相談）
　お気軽にご利用ください。

9日 (土)
10日 (日) 時 10：00～18：00 わくわく福ＢＯＯＫ 対 一人1セット（貸出上限20冊にプラスして貸出）

10日（日） 時 14：30～15：00 おはなしの時間 対 3歳以上の子ども

15日（金） 時 10：30～11：30 だっこのおはなし会＆子育て聞いちゃおコーナー 対 0・1・2歳の幼児と保護者、プレママ

図書館  information 開館時間　１０：００～１８：００ ３７－６０３６1月の予定

【1月の休館日】1～3日・5日・12日・19日・25日～29日※場所はいずれも気高図書館で、参加無料です。

日（木）7 10：00～11：30 精神障がい者デイケア「キラリ☆えがおの会」

10：00～11：30 糖尿病予防で健康づくり友の会
日（火）12

13：30～15：30 精神障がい者家族会「汐さいの会」

日（水）13 個別通知をご確認ください ３歳児健診　　平成29年11・12月生対

日（水）20 受付13：00～13：15 2歳児歯科健診　　平成30年11・12月生※対

日（水）27 受付13：15～13：30 離乳食教室　　令和2年6～9月生対

24日（日） 時 14：30～15：00 おはなしの時間 対 3歳以上の子ども

※場所はいずれも気高人権福祉センターです。
※詳細は、センターだよりをご覧ください。

11日（月） 時 10：00～11：10 楽しいマリオネット人形劇 対 どなたでも（8名）

※平成30年7～10月生の方で受診されていない方も受診していただけます。

気高図書館×道の駅「西いなば気楽里」コラボ企画　本のリサイクル市気高図書館×道の駅「西いなば気楽里」コラボ企画　本のリサイクル市

蔵書点検による休館のお知らせ

1月25日（月）～29日（金）は、蔵書点検のため休館いたします。
※休館中の本の返却は、ブックポストをご利用ください。CD・DVD、紙芝居、大型本、相互貸借の本は開館日にカウン

ターでお返しください。
※気高図書館以外の市立図書館・図書室は開館しています。

　図書館で不要になった本や、雑誌を無料でお持ち帰りいただけます。
※新型コロナウイルス感染予防のため、事前の検温による健康確認のうえ、

マスクの着用、定期的な手洗い、三密の回避など感染防止にご協力をお願
いいたします。発熱症状がある場合の参加はご遠慮ください。

1月16日(土)10：00～15：00
道の駅「西いなば気楽里」

体験加工・地域交流室にて開催！



気高町総合支所だより ４１月号  No.１９５

●1月は祝日の関係でペットボトルの収集日が変更され
　ています。

【問い合わせ先】市民福祉課 82 3170

【問い合わせ先】市民福祉課 82 3170

【問い合わせ先】市民福祉課 82 3170

１月祝日のごみ収集

お　知　ら　せ

　下記の事業は、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、中止となりました。
●酒津のトンドウ
●気高スカロップ杯中学生バレーボール選手権大会

　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、記事の
内容が変更となる場合があります。最新の情報は、鳥
取市公式ウェブサイトか、各施設・問い合わせ先にご
確認ください。

事業中止のお知らせ

1日(金)～3日(日) 収集しません
11日(月)成人の日 宝木・瑞穂・酒津地区 可燃ごみ

宝木・瑞穂・酒津 浜村・逢坂
14日(木)、28日(木) 15日(金)、29日(金)

　宝木地区まちづくり協議会が「花だん・プランターコ
ンクール」プランターの部で優秀賞を受賞しました。こ
れは、鳥取市緑化協会と鳥取市市民運動推進協議会が
花を育て豊かで潤いのある街づくりの一環として、毎
年行っているものです。宝木地区では平成２２年から
この活動を始め、毎年花だんボランティアを中心に花
壇の手入れを行っています。今年は新型コロナウイル
ス感染症予防のため、積極的な活動は行えませんでし
たが、花壇に立ち寄られる地域の方々の助力もあり、今
回優秀賞に選ばれました。

色鮮やかな花で見事受賞！

　11月21日(土)、気高町コミュニティセンターで歴
史講座（全4回）が行われました。この日は、郷土史家
の濵田英一さんを講師に迎え、「全国・因伯の売薬の
歴史と因幡・青谷のテリアカ」と題して講演してい
ただきました。参加者からは「売薬の歴史を知る機
会はなかなかないので大変勉強になった」「テリア
カという言葉を久しぶりに聞いた。懐かしく、興味
深い講座だった」などの感想が寄せられ、貴重な話
を聞く機会となりました。

売薬の歴史を学ぶ歴史講座

マイナンバーカードについてのお知らせ

82-0011【問い合わせ先】地域振興課　

1月の各種相談日
行政相談

6日（水）13：00～16：00
人権相談

気高町総合
福祉センター

確定申告相談期間
令和3年2月16日（火）～3月15日（月）

準備は
お早めに

所得税、市・県民税に係る申告相談のお知らせ

※各総合支所での受付日など詳細については、支所だよ
り2月号でお知らせします。

○申告にはマイナンバーの記載が必要となりますので、
個人番号カードなどを必ずお持ち下さい。

○事業所得（農業・営業・漁業など）、不動産所得があ
る方は、収入と必要経費の計算をし、収支内訳書を作
成してください。

○医療費控除のある方は、個人ごと、医療機関ごとに集
計を行い、明細書の作成をお願いします。

　必要な書類を事前に作成しておくと申告にかかる時間
が大幅に短縮されますので、ご準備をお願いします。

※詳細は支所だより3月号付録の「令和2年度ごみの収
集計画表」でご確認ください。

※鳥取市公式ウェブサイトに毎月の収集カレンダーが掲
載されていますので、ご利用ください。

◆マイナンバーカード（申請）写真撮影のサービスを、
一時休止します。

※確定申告や異動の時期により窓口が混み合います。
 マイナンバーカードの各種手続きについてのご質問、混

雑状況については、電話で問い合わせください。

【期間】令和3年2月～3月


