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鳥 取 市
気高地域の
人口と世帯

男 4,041人（－5） 計 8,386人（－15）

女 4,345人（－10） 世帯数 3,325世帯（－1）
令和 3 年 3 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

82-0011【問い合わせ先】鳥取市教育委員会気高町分室

24-5541【問い合わせ先】総務省鳥取行政監視行政相談センター

気高地域の学校統合にむけた検討がスタート！！気高地域の学校統合にむけた検討がスタート！！

新しい行政相談委員の紹介

4

　気高地域の各小学校区から統合を求める要望書が教育長に提出され、令和2年12月に鳥取市教育委員会から「４
つの小学校を１つの学校として新設統合する」方針が示されました。3月5日（金）、いよいよ統合に向け「気高地域学
校統合準備委員会」が設置され、統合の方法や学校の設置場所、開校時期の検討がスタートしました。
　この「気高地域学校統合準備委員会」は、まちづくり協議会の代表など気高地域の各地区組織代表や、小中学校保

護者代表、学校長等19名で組織され、会長は逢坂の教育
を考える会代表の久野壯さん、副会長は浜村地区まちづ
くり協議会会長の湯口史章さんと瑞穂小学校PTA会長
の三谷知生さんが選出されました。
　全国的に少子化が進むなか、気高・鹿野・青谷の鳥取市
西部地域では、20年後の児童生徒数が現在より21～
45％減少すると見込まれています。学校の小規模化は
複式学級の増加や集団での学びや経験不足、人間関係の
固定化が懸念されます。
　未来を支える子どもたちが、楽しく学びたくましく成
長する環境を創るため、これから協議が進められます。

　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。
　平成25年から行政相談員として活躍してこられた田中政広さんは、令和3年3月31日で退
任され、新たに気高地域の行政相談委員として、地原伸さん（下原）が委嘱されました。任期
は、令和３年４月１日から令和５年３月３１日までです。
　毎月開催されている行政相談所の開設日程は、気高町総合支所だよりの「各種相談日」でお
知らせしています。秘密は固く守られますので、お気軽にご相談ください。

地原  伸 さん
ちはら しん



詐欺に注意！！

〇保険料の還付金がある
〇サイト利用料が未納
〇パソコンがウイルスに感染している

　今一度、家族で話し合い、次のことを確認し
ましょう。
●市役所職員等がATM操作を依頼することは絶
対にありません。
●電子マネーのID番号を教えたり、写真に撮って
メールで送信したりしない。
　不審な電話やメールがあった場合は、相手に
せず、下記までご相談ください。

気高町総合支所だより ２４月号  No.１９８

※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7回　2月16日(火)

鳥取市立学校適正規模・適正配置
基本方針（素案）について

【校】説明概要：鳥取市立学校適正規模・
適正配置基本方針（素案）を作成
し、市内を５つのブロックに分け
学校数の目安を示した。今後はこ
の基本方針を基に、より良い学校
のあり方について地域で議論を進
めてほしい。

【委】関係学校別で協議し、まとめた結
果を教育委員会に提出するという
ことか。

【校】気高地域は、既に学校別の検討組
織で協議され意見書を教育委員会
に提出されていますが、他の校区
ではまだ検討組織ができていない
状態であり、学校ごとでなくブ
ロックでの意見交換から始めては
どうかと考えています。市教育委
員会もできる限り地域の会議に参
加し、意見を伺いながら進めて行
きたいと考えています。

【委】住民が意見を出しやすい仕組みを
つくってほしいし、協議経過も分
かりやすく示してほしい。

【校】統合準備委員会（仮称）では地域住
民・小学校・保育園・中学校の保護
者などに委員になっていただいて
いますので、住民のご意見は反映
されるものと考えています。
生活交通の評価・見直し基準
（数値指標）の設定について

【交】説明概要：生活スタイルの変化に
より、生活交通利用者は減少し続
けている。市民の暮らしを支える

「生活交通」をみんなで創り・守り・
育てるために、市・交通事業者・住
民が一体となって取り組むための
指標として、「生活交通の評価・見
直し基準」を設定した。

【委】基準を満たしていない場合は定時
運行から予約運行への変更の検討
はしないのか。将来、学校が統合に
なればバスが必要になると思う
が。

【交】定時運行から予約運行への切り替
えは選択肢の一つとして検討しま
す。通学手段は重要なことですの
で教育委員会とも協議しながら進
めていきます。

【委】10年後、高齢者のバス利用がどう
なっていると思うか。

【交】詳細な推計はしていませんが、減
少傾向であると考えています。今
現在、自身で運転ができる方にも、
１週間に１回でも利用していただ
けるよう、交通事業者と一緒に利
用しやすい環境づくりに取り組ん
でいます。公共交通を守る最善策
は積極的にご利用いただくことな
ので、ご協力お願いします。

超高速情報通信基盤整備事業について
【情】説明概要：鳥取市所有のCATV施

設の老朽化および高速化対応のた
め、国の高度無線環境整備推進事
業を活用して光ファイバーによる
超高速通信網を整備し、光ファイ
バー未整備地域を解消する。この
ため既に光ファイバーが整備され
ている地域を除いて整備する。

【委】今後、５Gもエリア拡大していく
ことを踏まえているか。

【情】このたびは、光ファイバーを利用
した家庭のインターネット環境の
整備を主目的としていますが、将
来５Gサービスを活用できるよう
整備します。５Gについてはロー
カル５Gという技術で事業所ごと
ネットワークの構築ができるよう
に整備をしたいと考えています。

【委】今回の工事と既存のNTT光エリア
を含めると、気高町エリアは光回
線に１００％加入できるものと考
えてよいか。NTT電話の利用者が
CATVの光電話に変更できるの
か。セット割引があると聞いてい
る。

【情】鳥取市エリアの未整備部分をすべ
て整備するので、光回線に加入で
きないご家庭はないと考えていま
す。電話についてはCATVの光電
話に変更することは可能です。

【委】かなり短期間の工事だが対応でき
るのか。

【情】通常３年かかる工事ですが、工事
作業の人員を集中させて計画どお
り令和3年度末の完了を目指して
進めます。

新市域振興ビジョンの改訂について
【事】説明概要：第11次鳥取市総合計画

（案）との整合性を図るため改訂す
るもので、第６回気高地域振興会
議の意見を踏まえて修正した。

【委】浜村地区活性化委員会の活動状況
はどうか。

【事】９月に組織を立ち上げ、浜村地区
グランドデザインの完成に向け進
めてきました。令和3年度は、グラ
ンドデザインを基に、具体的な実
施計画を作成する予定です。

【委】地域振興会議とも情報共有してほ
しい。

【事】地域振興会議との日程が合わず、
お示しすることが出来ませんでし
た。

【委】前回の意見を反映され、前向きな
推進計画だと思う。

【委】委員　　【校】教育総務課校区審議室
【事】事務局　【交】交通政策課　
【情】情報政策課

　鳥取県内で、市役所職員や警察官を騙る不審電話が多数発
生しています。昨年、鳥取県内で発生した特殊詐欺は26件
で、そのうち1件は浜村警察署管内で発生しています。
　電話やメールで次のような言葉を見かけたら、詐欺を疑い
ましょう。

　このような言葉のあとに、ATMに誘導したり、コンビニで
電子マネーを買うように要求されます。

被害に遭わないために

浜村警察署 ０８５７-８２-０１１０
鳥取県警察本部 ♯９１１０(警察安全相談）

82-0011【問い合わせ先】地域振興課

4月の各種相談日
行政相談

5日（月）
13：00～16：00

13：30～15：30
人権相談

見えづらさ相談

気高町総合
福祉センター

気高町総合支所だより 　４月号  No.１９８３

4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

はじめましての会
簡単な自己紹介をしてたくさんの人と出会い
友だちになりましょう。

6日(火)
 11:00～

製作あそび
親子でこいのぼりを作って楽しみましょう。

26日(月)～
30日(金)
10：00～

4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

4月

いきいき元気講座16日(金) 13：30

自家製野菜と花づくり講座13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

春のリサイクル市

【開園時間】 毎週月～金曜日9：30～15：00（9：00～16：00子育て相談）

時

時

時

対

対

対

図書館  information 開館時間　１０：００～１８：００ ３７－６０３６4月の予定

【4月の休館日】6日・13日・20日・27日・29日※場所はいずれも気高図書館で、参加無料です。

日（木）8 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）13

13：30～15：30 精神障がい者家族会「汐さいの会」

日（水）14 個別通知をご確認ください ６か月児健康診査　　令和2年8・9月生対

日（水）21 個別通知をご確認ください １歳６ヶ月児健康診査　　令和元年8・9月生対

日（水）28 受付13：15～13：30 離乳食講習会　　令和2年9～12月生 ※要予約対

※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。

【問い合わせ先】 鳥取行政書士会事務局  24 2744

西地域行政書士無料相談会
【と　き】4日（日）10:00～15:00
【場　所】気高図書館　2階　会議室
【相談例】相続・遺言、許認可申請、
　　　　　ご近所トラブルなど
　　　　　（※相談無料・予約不要・秘密厳守）

11日(日)

16日(金)

25日(日)

14：30～15：00

10：30～11：30

14：00～15：00

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

春のおはなし会～ことばの世界を楽しもう～

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

3歳以上〔要申込（8名）〕

※4 月生まれの誕生会は5 月生まれの誕生会と一緒に行います。

日時　24日（土）
　　　10：00～16：00
場所　気高図書館車庫内

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。
持ち帰る冊数の制限はありませんが、本がなくなり次第終了します。
持ち帰り用エコバックをご持参ください。
※新型コロナウイルス感染予防のため、マスクの着用、手消毒、事前の検温を
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。

4月1日から開園時間が変わります！
毎週月～金曜日 午前 9：00～12：00

午後 13：00～15：30
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気高町総合支所だより ４４月号  No.１９８

お　知　ら　せ

気多の石造物散歩

　2月 27 日 ( 土 )、今年度最後となる、第 4回目の歴
史講座が行われ、地域住民 20 名が参加しました。今
回は、郷土歴史研究家の河根裕二さんを講師に迎え、
旧気高郡の石造物について講演していただきました。
石造物とは、主に仏教
文化に関わる石造加工
品のことで、狛犬や石
灯籠などをさします。
参加者はスライドに映
し出される写真を見な
がら、実際に散歩して
いるかのようにお話を
楽しみました。また、
講座の最後には、今年
度の歴史講座（全 4回）
を全て受講された 8 名
に修了証が授与されま
した。

4月29日(木)
昭和の日

宝木・瑞穂・酒津地区
可燃ごみ

※詳細は支所だより3月号付録の「令和3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。
【問い合わせ先】市民福祉課　 82 3170

４月祝日・GWのごみ収集

5月3日(月)
憲法記念日

宝木・瑞穂・酒津地区
可燃ごみ

※小型破砕ごみは収集しません

5月4日(火)
みどりの日

浜村・逢坂地区
可燃ごみ

5月5日(水)
こどもの日 収集しません

　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。

マイナンバーカードをつくろう！！

令和3年度
広報モニターを募集します

【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、右記QRコードから本
市公式ホームページをご覧ください。

【問い合わせ先】広報室　  30-8008

狂犬病予防集合注射の中止について
　例年実施している集合注射は、新型コロナウイルス
感染拡大防止のため、中止します。
　今年は、市内指定動物病院で接種を受けていただき
ますようお願いします。その際、動物病院が混み合うこ
とがないよう、動物病院に電話等で事前予約を行って
ください。
　市内指定動物病院等、詳しくはとっとり市報４月号
14ページをご覧ください。

　≪マイナンバーカード顔写真撮影（無料）≫を再開し
ます。市民福祉課の窓口で、申請の手続きをお手伝いし
ます。ご家族、友人の皆様とご一緒に、マイナンバー
カードを作りませんか！

【問い合わせ先】鳥取市保健所生活安全課　  30-8551
気高町総合支所 市民福祉課　  82-3170

鷲峯神社　狛犬（川六作）

春の全国交通安全運動

期間：４月６日（火）～15日（木）
10日（土）は「交通死亡事故ゼロを目指す日」
15日（木）は「交通安全にみんなで参加する日
　　　　　　　及び交通マナーアップ強化日」

マイナンバーカードの申請はお済みですか？

【申込み・問い合わせ先】
市民福祉課　 82‐3170

●電話で予約してください。
●申請受付は、［平日］午前９時から午後４時です。

≪受付方法　受付／来庁時間≫

申請する本人が必要書類を持参し
来庁していただきます。
※詳しくは、予約の際にご案内
　いたします。

≪申請方法≫


