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鳥 取 市
気高地域の
人口と世帯

男 4,046人（－7） 計 8,401人（－1）

女 4,355人（＋6） 世帯数 3,326世帯（＋3）
令和 3 年 2 月 1 日現在（　）は前月比
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支所・主な施設への直通電話
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
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【受賞された気高中学校男子ソフトテニス部のみなさん】

【スポーツ賞受賞団体・受賞者（敬称略）】

団
体

個
人

団体名 大会成績

気高中学校男子ソフトテニス部

氏名

前田　博人

芳尾　陸斗

松本　拓也

雨河　修平

近藤　智仁

田中　悠太

大釜　桃華

渡辺　陽翔

鳥取商業高等学校（3年）

鳥取商業高等学校（3年）

浜村ペタンククラブ

鳥取西高等学校（1年）

鳥取西高等学校（2年）

鳥取工業高等学校（2年）

鳥取城北高等学校（1年）

鳥取城北高等学校（1年）

第73回全日本高等学校バレーボール選手権県大会（男子の部）準優勝

第73回全日本高等学校バレーボール選手権県大会（男子の部）準優勝

第27回鳥取県ペタンク選手権大会Jrの部 ダブルス1位

第39回全国高等学校弓道選抜大会鳥取県予選（男子団体）優勝

令和2年度鳥取県高等学校テニス新人戦（個人男子ダブルス） 準優勝

令和2年度中国高等学校フェンシング新人大会（男子団体）エペ 3位

第29回全日本高等学校女子サッカー選手権大会　中国地域予選会3位

第63回鳥取県高等学校男子新人陸上競技大会　3000mSC男子2位

鳥取県クラブ対抗戦（ソフトテニス）中学生男子　第１位

久野 翔瑚、山田 あき、石黒 潤、　村上 誠直、
砂田 隆稔、竹内 翔太、土肥 孔暉、水田 大也

　鳥取市体育協会では、毎年、その年度の競技スポーツに
おいて、各種大会で優秀な成績をあげた選手並びにチーム
を表彰しています。今年度は、1団体と個人8名がスポーツ
賞を受賞し、表彰状と記念品が贈られました。
　そのうち、団体の部で受賞された気高中学校男子ソフト
テニス部キャプテンの久野翔瑚さんは「表彰ありがとうご
ざいます。大変うれしく思います。このメンバーでチーム
ワークを大切にし、今後も気高中や気高町の名をけがさな
いようさらに高いレベルを目指したいと思います。」と話
していました。
　受賞されたみなさま、おめでとうございます。今後のご
活躍を期待しています。

くの しょうご

１団体８名が受賞！

大会成績所属団体
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30-8326【問い合わせ先】交通政策課

市有償バスと乗り合いタクシーの評価・見直し基準が設定されました

※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
第6回　1月19日(火)

日本交通浜村営業所について
（日本交通株式会社）

【日】説明概要：令和３年３月３１日
をもって日本交通浜村営業所を
廃止します。

【委】浜村営業所の跡地はどのように
活用するのか。

【日】今のところ、活用方法は検討し
ていません。跡地を借りたいと
いう話があれば相談をお受けし
ます。

【委】町を活性化しようという反面、
公共的なものがなくなっていく
現状がある。地域の活性化に取
り組もうという雰囲気を醸成す
るために支所はどのように考え
ているか。

【事】共助交通ということを考えてい
く必要があると考えています。
令和３年度には、小さな拠点事
業で実施計画を作成するので、
その中で皆様と一緒に協議して
参ります。
サイクリングロード
看板設置について

【西】説明概要：昨年度鳥取県の事業
で、国道9号線を中心に「とっと
り横断サイクリングルート（愛
称：鳥取うみなみロード）」が設
定された。本市では気高地区都
市再生整備事業の中でサイクリ
ングロード案内板整備を計画し

ており、サイクリストの休憩場
所としてヤサホーパークに誘導
するための標識を国道とヤサ
ホーパーク入口に、また、浜村の
まちなかに立ち寄ってもらうた
めの案内板をヤサホーパーク内
に設置する。

【委】９号線に設置する看板には、ヤ
サホーパークまでの距離を入れ
てはどうか。また、ヤサホーパー
クという名称ではわからないの
ではないか。サイクルスタンド
や工具は設置しないのか。

【西】サイクルスタンドは設置する予
定です。無人ですので工具の設
置は難しいのでサイクルショッ
プや部品を販売するホームセン
ターを案内板で表示するように
考えています。

【委】塩害を心配するが看板材料はど
うなのか。

【西】塩害の影響を受けにくい材料を
使用する予定です。

【委】今後、他の場所に看板設置の予
定はないのか。

【事】現時点では、市がヤサホーパー
ク以外に案内板設置の計画はあ
りません。

【委】今後、魚見台の景観を活かす方
法を検討してはどうか。国道９
号線の車線を減らして公園にし
たり、魚見台への出入りをしや
すくするなどすれば地域の魅力
が活かせる。
JR駅舎シンプル化について

（JR西日本）
【事】説明概要：JR西日本は令和２年

から３年にかけて、駅舎シンプ
ル化の計画策定を進める予定で
あり、鳥取市内の対象駅のシン
プル化は、令和４年度以降実施

の見込みです。修繕が必要な駅
舎を優先するので宝木駅が初め
とは限りません。

【委】駅によって状況が違う。住民が
納得できるような建物にしてほ
しい。

【事】JRは、それぞれの駅の乗降客数
に応じた駅舎の大きさにするよ
うです。また、ホームの上屋は撤
去される見込みです。

【委】上屋がなく、学生が傘をさして
待つということを住民がどう考
えているのか、JRは把握する必
要がある。遠方から来て、雨や雪
の中で待たせるのは問題がある
と思う。

【委】現在の宝木駅舎を活用するのは
現実的に難しい。最低限これだ
けの設備は必要だということを
言っていくべきだと思う。

【委】上屋がないのは大きな問題、JR
が設置しないのなら、行政や地
元自治会等が、声をあげるべき。
学生が可哀そうだ。

【委】駅のホームに傘をさして待つの
は危険である。安心・安全の担保
が必要である。

【委】市は、最低限の条件を明確にJR
に伝えるべき。JRには、公共
サービスの責任がある。

【事】今後、JRから計画が示されると
思いますが、支所としては住民
の利便性が損なわれないように
交通政策課と一緒に対応してい
きたいと考えます。

　気高地域の生活を支える公共交通（生活交通）の一つと
して、気高町と鹿野町を巡回する「気高循環バス」と、浜村
駅から青谷駅を結ぶ「絹見バス」の2つの市有償バスが運
行しています。
　このたび、生活交通をみんなで創り守り育てるために取
り組む指標となる「生活交通の評価・見直し基準」が鳥取市
生活交通会議で設定されました。
　人口減少が進む中、住み慣れた地域で生活していくため
に、「生活交通」について、みんなで考えていきましょう。
「生活交通の評価・見直し基準」の詳細は、鳥取市報3月号
18ページを御覧ください。

　この基準を満たさない場合は、運行ルートの見直しや、共助
交通など他の交通手段への移行を検討することになります。

【委】委員　【日】日本交通株式会社
【事】事務局【西】西地域工事事務所

▶市有償バスの評価・見直し基準

▶気高地域で運行している市有償バスの実績（平成30年度）

1便当たりの利用者数

サービス
の名称

1便あたりの
利用者数（人/便）

利用者1人あたり
市の補助金額

鳥取市気高循環バス 3.4人 807円

鳥取市絹見バス 1.6人 963円

2.0人以上

1000円未満利用者１人当たりの市の補助金額
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3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。

12日(金)
 10:00～

お誕生会
3月生まれのお友だちを一緒にお祝いしましょう。

16日(火)
11:00～

おおきくなったね♡会
一年間のみんなの成長を喜び合いましょう。

25日(木)
11：00～

3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

82【問い合わせ先】気高人権福祉センター　 3363

3月

こころ・カラダ・健康体操（高齢者講座）5日(金) 13：30

自家製野菜と花づくり講座9日(火) 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

気高町の伝説と民話8シリーズ

【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。

　後醍醐天皇が宝木を通って京へ帰られたといわれていますが、そのころ宝
木を「栂村」と呼んでいました。天皇はこの「栂」が罪を意味するのを嫌って栂
の字を二つに分けて「母木村」に改められたと伝わっています。
出典：気高の魅力を発信する会『気高町の伝説と民話』

時

時

時

時

対

対

対

対

図書館  information 開館時間　１０：００～１８：００ ３７－６０３６3月の予定

【3月の休館日】2日・9日・16日・23日・25日・30日※場所はいずれも気高図書館で、参加無料です。

日（木）4 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）9

13：30～15：30 精神障がい者家族会「汐さいの会」

日（水）3 個別通知をご確認ください ３歳児健診　　平成30年1・2月生対

日（水）17 受付13：00～13：15 2歳児歯科健診　　平成31年1・2月生※対

82-0011【問い合わせ先】地域振興課　

3月の各種相談日
行政相談

1日（月） 13：00～16：00
人権相談

気高町総合
福祉センター

※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。

後醍醐天皇と宝木の地名

とが

ご  だ  い  ご

14日(日)

19日(金)

20日(土)

28日(日)

14：30～15：00

10：30～11：30

10：30～11：30

14：30～15：00

おはなしの時間

だっこのおはなし会＆子育て聞いちゃおコーナー

おはなし会＆楽器を作ろう

おはなしの時間

3歳以上の子ども

0・1・2歳の幼児と保護者、プレママ、プレパパ

小学生以下は保護者同伴（8名、先着順）

3歳以上の子ども

※平成30年9～12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。



気高町総合支所だより 　３月号  No.１９７３

3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。

12日(金)
 10:00～

お誕生会
3月生まれのお友だちを一緒にお祝いしましょう。

16日(火)
11:00～

おおきくなったね♡会
一年間のみんなの成長を喜び合いましょう。

25日(木)
11：00～

3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

82【問い合わせ先】気高人権福祉センター　 3363

3月

こころ・カラダ・健康体操（高齢者講座）5日(金) 13：30

自家製野菜と花づくり講座9日(火) 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

気高町の伝説と民話8シリーズ

【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。

　後醍醐天皇が宝木を通って京へ帰られたといわれていますが、そのころ宝
木を「栂村」と呼んでいました。天皇はこの「栂」が罪を意味するのを嫌って栂
の字を二つに分けて「母木村」に改められたと伝わっています。
出典：気高の魅力を発信する会『気高町の伝説と民話』

時

時

時

時

対

対

対

対

図書館  information 開館時間　１０：００～１８：００ ３７－６０３６3月の予定

【3月の休館日】2日・9日・16日・23日・25日・30日※場所はいずれも気高図書館で、参加無料です。

日（木）4 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）9

13：30～15：30 精神障がい者家族会「汐さいの会」

日（水）3 個別通知をご確認ください ３歳児健診　　平成30年1・2月生対

日（水）17 受付13：00～13：15 2歳児歯科健診　　平成31年1・2月生※対

82-0011【問い合わせ先】地域振興課　

3月の各種相談日
行政相談

1日（月） 13：00～16：00
人権相談

気高町総合
福祉センター

※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。

後醍醐天皇と宝木の地名

とが

ご  だ  い  ご

14日(日)

19日(金)

20日(土)

28日(日)

14：30～15：00

10：30～11：30

10：30～11：30

14：30～15：00

おはなしの時間

だっこのおはなし会＆子育て聞いちゃおコーナー

おはなし会＆楽器を作ろう

おはなしの時間

3歳以上の子ども

0・1・2歳の幼児と保護者、プレママ、プレパパ

小学生以下は保護者同伴（8名、先着順）

3歳以上の子ども

※平成30年9～12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。



　1月16日(土)、気高町コミュニティセンターで第3回目の
歴史講座が行われました。今回は、勝見の中林保さんを講
師に迎え、「気多の廻船」と
題して、講演していただき
ました。廻船とは、今でいう
「商船」のことで、荷物を運
ぶことによって輸送費を稼
ぐ「運賃積み船」と商品を売
買しながら航海をつづける
「買積み船」の2つがありま
す。参加者は、気多の廻船が
どのようなものだったか、
いつどこでどのように活躍
していたのかなど、スライ
ドを見ながらのお話に熱心
に耳を傾けていました。

　火災が発生した際、消防車による消火活動の支
障になりますので、消火栓(地下式・地上式)、防火
水槽が設置されている付近の道に、車を駐車しな
いようお願いします。

気高町総合支所だより ４３月号  No.１９７

お　知　ら　せ

　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。

気多の廻船

３月１日（月）～７日（日）

ふるさとの味  味噌づくり教室

　2月3日(水)、気高人権福祉センターでフレイル予防
を目的とした健康交流教室が行われました。フレイル
とは、健常から要介護へ移行する中間の段階ともいわ
れ、加齢に伴い筋力が衰え、疲れやすくなり家に引きこ
もりがちになるなど、年齢を重ねたことで生じやすい
衰えのことです。この日は、地域住民など7名が、イス
に座ってできる体操や新聞で作った棒を使った体操を
教わりました。はじめは手足を単純に動かして体をほ
ぐすだけでしたが、慣れてくると左右で違う動きをす
るなど頭で考えながら、体を動かしました。参加者は和
気あいあいと交流しながら、健康について考えていま
した。

　1月31日(日)、浜村地区公民館で味噌づくり教室が
行われました。近年、各家庭で作られることが少なく
なった味噌。そんななか、浜村地区公民館では地元の材
料を使って作ったふるさとの味を後世に残していこう
と、味噌づくり教室が毎年行われています。この講座は
毎年大人気で、今年も多くの申し込みがありましたが、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、初心者のみ
7名ずつ2回に分けて開催しました。例年だと、我が家
の味噌の話をしながらの調理も、今年は皆さん黙々と
段取り良く、各家庭の味を作っていました。

健康体操・認知症予防体操で
フレイル予防

春は空気が乾燥し、火災が発生しやすくなります
火の取り扱いには十分注意しましょう

春の全国火災予防運動

お願い

　気高町総合支所だより2月号4ページの新しい区長
さんの紹介の中に誤りがございました。深くお詫びす
るとともに次のとおり訂正いたします。
　（正）東浜区長：岡田 圭祐
　また、以下のとおり変更がありましたのでお知らせ
します。
　日光区長：谷口 泰雄


