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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
鳥取西地域
工事事務所　 82-3155
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

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
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鳥 取 市
気高地域の
人口と世帯

男  4,037人（－４） 　計  8,365人（－21）
女 4,328人（－17） 世帯数 3,334世帯（＋９）

令和３年４月１日現在（　）は前月比　

※夜間・休日に支所にご用のある方は  82-0011へ

新入学新入学

おめでとうおめでとう

ございますございます

　４月８日 (木 )、穏やかな春の日差しの中、気高町内の小学校と中学校で入学式が行われました。
　午前に行われた、各小学校の入学式では、浜村小学校33名、瑞穂小学校10名、宝木小学校７名、逢坂小学校５
名、合わせて、55名の新入児童が迎えられました。
　午後からは、気高中学校で真新しい制服を着た59名の新入生が、期待と不安を胸に新たな中学校生活のスター
トを切りました。
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　鳥取市では、住民の皆様が超高速インターネット（光ファイバーケーブルを利用したインターネット）をご利用い
ただけるよう、通信事業者による光ファイバーサービスが未提供の地域に光ファイバーケーブルを整備します（令和
４年４月サービス開始予定）。
　工事中は、道路の片側通行や、迂回などをお願いすることがあります。皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何
卒ご理解とご協力をいただきますようお願いします。

期　　間 令和 3 年 5 月～ 12 月頃まで
※工事の進捗により多少延び

る場合もあります。

時　　間 ９：00 ～ 17：00

内　　容 高所作業車により電柱に光
ファイバーケーブルを敷設し
ます。
※宅内にお伺いすることはあ

りません。
※ CATV サービスが停止する

ことはありません。

問い合わせ先 情報政策課　 30-8026

支所長 三谷　裕之
＜気高町総合支所　１階＞

地域振興課　 82-0011 市民福祉課　 82-3170
支所業務の総合調整、消防・防災、交通安全、出納、
財産の管理、広報・広聴、コミュニティ（自治会等）振興、
選挙、商工観光などの業務

市税、戸籍他各種証明、国保・後期高齢・介護保険、
国民年金、環境衛生、保険事業、各種福祉、人権啓発、
保育園の入所、飼い犬登録などの業務

課長　　　久野 明男（本務　副支所長）
課長補佐　石井 盛光
　　　　　藤田 大介　細田 博文　鈴木 敏
　　　　　光浪 彩耶香

課長　久田 恵美子
　　　正木 みゆき　木下 あけみ　澤村 淳
　　　濵田 英治　　橋本 ちひろ　國冨 亮佑
　　　安治 太郎　　稲村 英子

教育委員会事務局気高町分室　 82-3158 産業建設課　 82-3154
生涯学習の推進、青少年育成、
社会教育団体・体育団体の育成指導、
スポーツ振興、文化財保護などの業務

農林水産振興、有害鳥獣、道路、橋梁、河川、下水道、
農業委員会、公営住宅、開発行為、公園、漁港、温泉、
駐車場管理などの業務

分室長　久野 明男（本務　副支所長）
　　　　中村 瑞枝　水田 京子

課長　岡田 久司
　　　酒井 仁志　辰己 幸治　加藤 匡紀　山本 正信

＜気高町総合支所　２階＞

鳥取西地域工事事務所　 82-3155

西地域（気高・鹿野・青谷）内の各種工事の実施
所長　　　牧野 隆史
所長補佐　植田 勝美
　　　　　玉川 裕幸　本部 伸一　森本 一成
　　　　　岡田 翔　　赤穂 陽治

気高町総合支所の職員体制と主な業務　令和3年 4月 1日現在

超高速情報通信基盤整備事業に伴う
片側通行や迂回などへのご協力をお願いします。

超高速情報通信基盤整備事業とは？超高速情報通信基盤整備事業とは？
　鳥取市内の光ファイバーケーブル未整備地域解消を目的とし
て、国の高度無線環境整備推進事業（令和２年度第２次補正）
及び新型コロナウィルス感染症対応地方創出臨時交付金補助金
を活用し、鳥取市所有の
CATV設備（通信部分）
を光ファイバーケーブル
による超高速通信網に整
備を行う事業です。
　当該事業を推進するた
め、光ファイバーケーブ
ル敷設、中継局整備等の
工事（鳥取市高度無線環
境整備工事）を行います。

青谷町青谷町

気高町気高町

鹿野町鹿野町

明治・豊実地区明治・豊実地区

鳥取市西地域の整備対象エリア（予定）

お問い合わせは
直通電話が
便利です
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５月

気高図書館  information 開館時間　１０：００～１８：００　 37-60365 月の予定
と　き 行事名 対　象

5日（水） 10：30～ 11：00 こどもの日のおはなし会 3歳以上の子どもと大人（要申込・定員８名）

９日（日） 14：30～ 15：00 おはなしの時間 3歳以上の子ども

21日（金） 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
0・1・2 歳の幼児と保護者、プレママ、
プレパパ

23日（日） 14：30～ 15：00 おはなしの時間 3歳以上の子ども

※場所はいずれも気高図書館で、参加無料です。 【５月の休館日】４日・11日・18日・25日・27日

【開園時間】 毎週月 ~ 金曜日の 9：00~15：30
　　　　　　（12：00~13：00 を除く）
　　　　　　※子育て相談は 9：00~16：00
５月の行事

と　き 行事名

11日（火）
10：15～

絵本の読み聞かせ
つくしんぼの会の方によるお話や手
遊びを一緒に楽しみましょう。

14日（金）
10：00～

発育測定・子育て相談
※母子健康手帳をご持参ください。

18日（火）
11：00～

お誕生日会
４月生まれ・５月生まれのお友だち
を一緒にお祝いましょう。

【問い合わせ先】
子育て支援センター （ 浜村保育園内 ） 82-0120

子育て支援センター 気高人権福祉センター ５月の予定

と　き 行事名

７日（金）
13：30～

いきいき元気講座
「丹田呼吸で心と体を爽やかにする」

11日（火）
13：30～

自家製野菜と花づくり講座
「夏野菜（果菜類）の植え付け・管
理ほか」

※場所等、詳細はセンターだよりをご覧ください。
【問い合わせ先】気高人権福祉センター　 82-3363

　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下さい。

イベント中止のお知らせ
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、鳥取市
西地域交流駅伝大会は中止となりました。

と　き
場　所 対　象 申込み・問い合わせ先

絵本の読み聞かせボランティアのための研修講座（全４回の連続講座）絵本の読み聞かせボランティアのための研修講座（全４回の連続講座）

５５月の各種相談日月の各種相談日

と　き 相談内容 場　所

10 日（月）13：00 ～ 16：00
行政相談 気高町総合

福祉センター人権相談
【問い合わせ先】地域振興課　 82-0011

と　き 事業内容 場　所

11 日（火）
10：00 ～ 11：30 糖尿病予防で健康づくり友の会

気高保健センター

13：00 ～ 15：30 精神障がい者家族会「汐さいの会」

12 日（水） 個別通知をご確認ください ３歳児健康診査　対 平成30年３・４月生

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

19 日（水）受付13：00 ～ 13：30 ２歳児歯科健診　対 平成31年３・４月生※
※平成30年11月～平成31年２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。 【問い合わせ先】市民福祉課　  82-3170

対…対象
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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

※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。
※また、鳥取市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

５月祝日のごみ収集

お　知　ら　せお　知　ら　せ

　気高町には、法務大臣から委嘱された次の２名の人
権擁護委員がいます。

加
か
山
やま
　俊
とし
則
のり
さん 西

にし
山
やま
　滿
みつる
さん

　相談は無料で、秘密は固く守られます。暮らしの中
での困りごとや、人権についての疑問など、お気軽に
ご相談ください。
【問い合わせ先】
市民福祉課　　　　　　　　 82-3170
鳥取地方法務局人権擁護課　 22-2289
法務局相談専用ダイヤル　　 0570-003-110

6月1日は「人権擁護委員の日」です

　3月下旬、町内の個人・団体にそれぞれ表彰が贈ら
れました。受賞された皆様の今後のご活躍を期待して
います。

日本海新聞ふるさと大賞 2020

　3月 17 日（水）、鳥取市役所本庁舎で「日本海新聞
ふるさと大賞 2020」の表彰式が行われ、宝木の松尾
昌和さんが地域貢献賞を受賞されました。松尾さんは
宝木地区公民館で毎月行われている「宝木のおもちゃ
病院」の医師として、14年以上にわたりおもちゃ修理
のボランティア活動を通して、地域の子ども達に物の
大切さを教えるなど地域貢献されたことが評価され、
この度の受賞となりました。

頑張る住民自治活動団体等鳥取県知事表彰

　3月 23日（火）、鳥取県立図書館で令和 2年度の「頑
張る住民自治活動団体等鳥取県知事表彰式」が行われ、
逢坂むらづくり協議会が鳥取県知事表彰を受賞されま
した。逢坂むらづくり協議会は、大堤池の土手等への
芝桜の植栽や地元の方を指導者とした逢坂音頭の伝
承、逢坂を考える会など地域社会の活性化に貢献され
ておりこの度の受賞となりました。

受賞おめでとうございます！

　３月20日（土）、気高町会下集落の農道で芝桜の
植え付けが行われ、地域住民や学生ボランティアな
ど、約40名が参加しました。会下集落では地域だけ
では困難になりつつある地域資源の保全管理を目的
とした「共生の里事業」を活用し、平成29年から、
企業や団体などとともに地域の活性化に取り組んで
います。
　小雨が降るこの日、参加者は急斜面に足を踏ん張
りながら、ひとつひとつ丁寧に、１時間ほどの作業
で約1,200株を植え付けました。

　４月６日（火）、気高町内で交通安全の街頭啓発が
行われました。これは、４月６日から15日までの10
日間で実施された「春の全国交通安全運動」に合わ
せて行われたもので、交通安全指導員など、約10名
が参加しました。そのうち、エスマート浜村店前と
ウェルネス気高店前の街頭啓発では、地域住民に向
けて、子どもと高齢者に対する思いやり運転やシー
トベルト・チャイルドシートの着用などを呼びかけ
ました。

芝桜で地域を元気に！

ルールを守って安全運転


